
2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0319 

テーマ 国際社会の諸問題の解決にむけて 

担当者 齊藤安希子（春）・岡松暁子（秋） 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限  木 曜日 4限 

関連するコース グローバル・サステイナビリティコース（他コースの学生の履修を妨げない） 

授業の到達目標 授業のテーマ 

国際社会の諸問題を解決するための手段、方法を多角

的な視点から考えることができるようになる。 
国際社会の諸問題を題材として、発表、討論を行う。 

授業の進め方 

・参加者の関心のあるテーマについて、関連する文献を講読し、議論を行う。 

・自分の関心のあるテーマについて、報告をする。 

・その他、受講者の希望により決定する。 

・受講者の希望により、英語文献の講読も行う。 

学生の皆さんへのメッセージ 

国際関係の諸問題について考えたい学生、積極的な姿勢で取り組む学生の参加をお待ちいたしております。 

2023 年度春学期は、岡松がオーストリア（ウィーン大学）にて研究を行うため、非常勤講師の齊藤安希子先

生が担当します。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

毎回の予習、報告準備 報告、議論への貢献 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2年生、新 3年生、新 4年生 

１．募集人数：20名程度 

２．選抜方法：志望調査票の内容。志望者数によっては面接も行う。 

 

質問のある方は、下記にメールを送ってください。 

 問合せ先：岡松 暁子（okamatsu@hosei.ac.jp） 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 10/27、11/10、11/17 いずれも 4 限 場所：BT0806 

説明会開催有無 有 
10/27、11/10、11/17 いずれも 17 時～17 時半  

場所：BT24 階人間環境学部会議室 

備考 

不定期に懇親会を行うことがある。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0320 

テーマ 研究・調査の方法と実践-経営学研究・実践法を中心として- 

担当者 金藤 正直 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限 金曜日 ３限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

研究論文やリサーチペーパーの作成、ケーススタディ、ビジ

ネスプラン（例えば、人材教育用ゲーム開発に要するもの）

の検討、量的・質的調査のための基礎的技法を学習しつ

つ、その成果を実践にも活かしていくことを目標とします。 

企業や自治体、その他関係機関とも連携しながら、「読む」、

「書く（描く）」、「調べる」、「考える」、「つくる」、「話す（報告す

る）」、「計算する」、「分析・評価する」、といった能力の向上

を目指します。 

授業の進め方 

①現在取り組んでいるテーマ、または関心のあるテーマごとにチームを作ります。 

②チームごとに（またはチーム内のメンバー個々人で）実施計画書を作成し、それをもとに研究・調査などを進めていきます。 

③②での成果については、中間報告や最終報告を行い、またレポートも作成します。 

※ゼミでは、各メンバーのレベルアップのために、企業イベント、学会、インゼミ、エコプロなどへの参加も予定しています。 

学生の皆さんへのメッセージ 

ゼミ活動（共同作業および個人作業）に積極的かつ意欲的に取り組むことができること、他人への気配りを大切にできること、  

最後まで諦めずにやり遂げることができる学生の皆さんと一緒に学ぶことを楽しみにしています。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

企業や自治体、その他関係機関とのミーティングを始め、関

連イベントなどにも参加しながら、研究・調査やビジネスプラ

ンの基本的な視点、方法、内容を検討していきますので、楽

しく前向きに、また、計画的に実施してください。 

本演習の成績は次の４点に基づいて評価します。 

・討論への参加（発言内容）（２０％） 

・報告用配布レジュメの内容（２０％） 

・報告内容（プレゼンテーション能力）（３０％） 

・最終レポート（３０％） 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 20名程度（新２年生、新３年生、新４年生の合計人数）を募集します。 

【選抜方法】 

①「研究会志望調査票」と「面接試験の内容」をもとに選抜します。なお、面接は状況により、オンラインで行う予定です。 

②面接試験の日程や合否の結果報告は、メールおよび学習支援システムで行いますので、各自確認してください。 

【その他】 

①レポートの執筆は必須とします。 

②研究・調査先や国内の学会でのプレゼンテーションを始め、学内外の懸賞論文などへの投稿も行います。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ開催日時：11月 11日（金）3時限＠BT0502 

説明会は、必要に応じてオンラインで開催します。 説明会開催有無 有 

備考 

オープンゼミに参加される方は、場の雰囲気（議論の仕方、報告の仕方・聞き方、質問の仕方、質問への対応など）に注目

するだけではなく、議論にも自由に楽しく参加し、また、各ゼミメンバーに対して遠慮なく提案・質問をしてください。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0321 

テーマ 多様性の尊重と対話 

担当者 金光 秀和 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限 火曜日 3限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

対話において、①自らの考えを表現すること、②他者の考

えを傾聴すること、③他者とともに考えることを目標とし

ます。また、プレゼンテーションやファシリテーションにおいて

④自らの興味関心を踏まえて問いを立てること、⑤問題

を批判的に思考すること、⑥自らの考えを他者に説明し、

他者との協働を促進することを目標とします。 

人間と環境の共生、人間と人間の共生という理念を実現する

ために必要な「多様性の尊重」と「対話」をメインテーマとし

て、社会に貢献する協働のネットワークを形成するために必

要な思考力やコミュニケーション能力の涵養を目指します。

具体的には、さまざまなテーマについて「哲学対話」と呼

ばれる手法を用いて協働のプロセスを経ながら考察を深め

ます。各自が自由にテーマを設定して対話をファシリテー

トする機会やミニプレゼンテーションの機会も設定しま

す。 

授業の進め方 

対話を軸としながら、インプット（文献購読、情報収集）とアウトプット（プレゼンテーション、ワークショップの

企画・運営）を行います。また、新型コロナウイルス蔓延の状況を見ながら、他大学のゼミとの協働、社会人との対話、各自

の課題（問い）に即した現場調査などのフィールドワークを実施したいと思います。 

学生の皆さんへのメッセージ 

本研究会では、多様性の尊重というテーマに沿って、さまざまなトピックを扱います。たとえば、「環境問題」「動物の権利」

「人工知能」「愛」「嘘」などが考えられますが、参加者がそれぞれ考えてみたいトピックを取り上げます。そうしたトピックにつ

いて各自で文献をしっかり購読することはもちろんですが、多様性を尊重しながら対話や協働を行える方の参加を期待しま

す。これまでの活動経験は問いませんので、この研究会をきっかけにいろいろな人と対話をして多様性に触れたいという方

はぜひご応募ください。自分とは異なる意見・考えに触れてみたいという意欲のある方、いろいろな人との対話を楽しめる（あ

るいは楽しみたいという意欲のある）方のご応募を期待します。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

文献調査、文献購読（発表者と質問者としての準備）、プレ

ゼンテーションの準備、哲学対話の企画・準備などを行いま

す。 

平常点（授業への参加、文献調査・購読、プレゼンテーショ

ン、ワークショップの企画・運営）を 80％、年度末レポートを

20％として評価します。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2～4年生 

志望理由書を書いてもらい、Zoomないしは対面で面接を行い決定します。 

2年連続しての継続履修、他研究会との重複履修のいずれも原則可能です。必要に応じて個別に相談してください。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

連絡先：kane32@hosei.ac.jp 質問等があれば遠慮なくお問い合わせください。 

なお、哲学対話という手法を用いますが、哲学的知識は一切不要です。 

各種情報は学習支援システムに掲載するので、興味がある人はまずは仮登録をしてください。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0322 

テーマ エアライン・エアポートの勉強会 

担当者 北川徹哉 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限    火曜日 5限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

１．航空産業の性質と経営を説明できる。 

２．空港の歴史と運営業務を説明できる。 

３．航空産業と空港業務の課題を説明できる。 

エアラインとエアポートの各種業務や求められる機能を学

び，航空・空港の健全な運用を維持し，命を守ることの重責

を知りましょう。学生さんの希望によって，これら以外のテー

マでも選択・勉強できます。 

授業の進め方 

2022 年度の参加学生さんは少人数なので，こじんまりとした，ほのぼのとした雰囲気で勉強を進めています。おそらく，

2023年度もそんなムードのゼミになると思います。 

空の交通運輸は航空機・クルーと空港施設・スタッフとが協力しながら担っています。両者がうまく連携すればこそ，スムー

ズで安全な空の交通運輸が実現でき，着実な運輸・物流や楽しい旅行・観光を支えることができます。エアライン・エアポート

のオペレーションには企業だけでなく，国や自治体などを含めて多くの組織・人間が関わっており，近年の新型コロナ対応に

みられる防疫のファイヤーウォールの役割もあります。これらの多種多様な業務全般がこのゼミの勉強対象です。ゼミのテー

マは航空・空港となっていますが，希望によって他のテーマを選択することもできます。たとえば，過去にはリニア中央新幹線

について調べた学生さんがいました。進め方としては，テキスト・資料等を選び，輪講してゆく予定です。各回の担当者は自

分のパートをまとめ，発表します。なお，4年生は就職関連で多忙になりますので，時間があるときに取り組めるようにレポート

作成などを中心とした参加の仕方でもかまいません。コース修了論文を書くこともできます。 

なお，ゼミ合宿などについては学生さんの希望を聞いて実施するかどうか考えます。 

学生の皆さんへのメッセージ 

・むずかしく考える必要はなく，ちょっと勉強してみようかな，というくらいの動機でまったく問題ありません。 

・学生さん同士でお互いに助け合い，補い合いましょう。 

・どんどん質問しましょう。 

・ゼミでは初めて直面する内容が多いので，たとえ間違えてしまっても，それが普通であり，それを楽しむくらいで丁度よいの

です。むしろ，間違えたこと，わからなかったこと，などを隠さず言えるなら，それはあなたの魅力の一つとなります。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

テキスト・資料の熟読，下調べ，発表の準備 参加，発表，質問，討論などによる総合評価 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2～4年生 

基本的に，志望理由書での書類選考とします。面接は希望者のみ，Zoom で行います。面接を希望する場合は，北川までメ

ール（アドレスは備考を参照）にて，学籍番号・氏名，面接希望の旨，面接の希望日時（第 3 候補くらいまで書いてください）

をご連絡ください。折り返し，面接日時と Zoom情報を返信いたします。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 無 

備考 

何かありましたら北川までメール（kitagawa@hosei.ac.jp）をください。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0323 

テーマ 質的社会調査 

担当者 佐伯 英子 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限  火曜日 2限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

1. 質的調査（インタビュー、参与観察）の方法を学ぶ。 

2. 英語文献・論文を探し、読み、使いこなせるようにな

る。 

3. 各自のテーマに沿って研究計画書を執筆する。 

社会学的視点を養いながら、実践的な社会科学の調査（質

的調査）のスキルを身につけるための研究会です。 

授業の進め方 

前期はインタビュー、参与観察、テキスト分析を含む質的調査の方法を学び、グループプロジェクトとワークショ

ップを通して体験します。また、各自が研究テーマを設定して文献を探し、読み始めます。後期は問いを立て、具

体的な調査方法を決定し、研究計画書を執筆します。 

学生の皆さんへのメッセージ 

気になっている社会問題はありますか？ 自分の興味・関心をリサーチに結びつけることができたら、面白そうだと

思いませんか？ 使える英語を身につけたいと思いませんか？ この研究会はこれらの問いに頷いた、あなたのため

にあります。１年間が終わる頃にはフィールドに出て調査を始められるよう、問いの立て方、資料や文献の探し方、

先行研究のまとめ方、質的調査のテクニックを学び、研究計画書を書き上げます。英文の資料や文献も使えるよう

になります。必要なのは、知的好奇心と自ら選んだテーマを追求しようという意欲です。 

 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

課題を定められた期間内に仕上げること、課題の文献を

読み、ディスカッションに備えることは必須です。グル

ーププロジェクトではメンバーと協力して進めること、

個人研究の計画書のためには自主的に調査と執筆を行う

ことが求められます。 

授業中の発言、発表内容、課題への取り組み等から総合

的に判断します。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2～4年生 

- 「研究会志望調査票」の内容を元に選抜します。合否の結果については、学習支援システムを各自確認して

ください。 

- 研究会 A「身体と医療の社会学」の履修予定者は 1 年目に履修することを強く推奨しています。 

- 本研究会は 1 回のみ履修が可能です。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0324 

テーマ  自然災害と防災を考える 

担当者 杉戸 信彦 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限 火曜日 2 限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

- 自然災害と防災について、災害をもたらす自然現象、

土地条件、人間社会の備えなどの諸側面から具体的

に説明できる。 

- 調査法や発表法を身につける。 

- 地図を活用できる。 

 

自然災害のすがたは、災害をもたらす自然現象（地震

や豪雨など）、土地条件（ゆれやすさや浸水しやすさな

ど）、人間社会の備え（ハード面からソフト面まで）な

ど、さまざまな側面によって決まります。 

本研究会では、自然災害と防災にかかわるテーマにつ

いて、主に自然地理学的な観点から考えていきます。 

授業の進め方 

文献講読を中心とし、時の話題の紹介やグループ研究などにも取り組みます。自然災害と防災にかかわる話題を

中心に扱います。 

はじめに、災害を決定づける要因とは何かを過去の災害から具体的に学ぶことで、自然災害と防災を多様な観点

から理解していきます。そのうえでさらに深めていく流れを予定しています。 

文献講読やグループ研究のテーマは、研究会をすすめる中で学生のみなさんと相談しながら検討していきます。 

学生の皆さんへのメッセージ 

自然災害は、人間社会のあらゆる側面に影響を与えるといっても過言ではありません。自然環境と人間社会をひ

ろく見渡しながら検討する必要があります。本研究会が、リスクに配慮した防災力の高い地域社会を実現するベー

スとなるよう願っています。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

毎回の講義で紹介される資料等を使用して予習・復習

をする。資料の収集・分析や事前調査、発表準備、発表

後の整理、追加調査、とりまとめ等を行う。 

平常点やレポート等の総合評価（100%） 

 

 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2～4 年生計 10 名程度 * A と B の両者に応募は可だが受講は原則いずれか 

志望調査票に、志望理由と取り組みたいテーマを具体的に記してください。後者は箇条書きでも構いません。選

抜を行う場合、志望調査票の記述内容や面接などによります。詳細は学習支援システムに仮登録して確認してくだ

さい。 

今年度までに「自然環境論 I」「同 II」「同 III」「自然災害論」を未履修の学生は来年度の履修を望みます。 

<注> 杉戸研究会 Bを受講中または受講した学生には原則として受講許可を出しません。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無（予定） オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 無（予定） 

備考 

質問等があれば杉戸までメールをお送りください。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0325 

テーマ 都市における環境問題 

担当者 杉野誠 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限   木曜日 ５限 

関連するコース 
サステイナブル経済・経営コース   ローカル・サステイナビリティコース 

グローバル・サステイナビリティコース   人間文化コース   環境サイエンスコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

本研究会では、（１）都市における環境問題を広い視野でと

らえ、（２）各自の価値基準に基づく政策思考力を高め、（３）

他者に意見を伝え・議論できるようになることを目的とします。 

202３年度は、都市における廃棄物問題を取り扱います。 

授業の進め方 

文献の精読を行う。毎回、レポーターを選び報告をする（レポーターは、毎回授業内で決定）。レポーター以外は、質問や議

論を活発に行うこと。また、各自のまとめレポートの進捗状況を定期的に報告する。 

学生の皆さんへのメッセージ 

本研究会では、都市における環境問題（2022 年度は廃棄物問題）について議論を交えながら改善方法や現行制度の問題

点を学んでいきます。そのため、受講生間のコミュニケーションを重視します。くわえて、他者に対する気配りや最後まで諦め

ないことも重視します。 

英語の文献を読む場合があります。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

テキスト・資料の熟読、関連情報の収集および報告資料の作

成 

まとめレポートのトピックを決定し、各自でレポート進める。 

本演習の成績は以下の４点に基づいて決定します。 

① 報告資料の内容 

② プレゼンテーション能力 

③ 議論への参加（発言内容） 

④ まとめレポート 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2～４年生各学年 10名まで（合計 30名） 

選考方法： 初回の授業時間に面談し、決定いたします。面談の内容は、（1）研究会のテーマに対する熱意（動機）、（２）積

極性（コミュニケーション）および（３）その他となります。これらを総合的に判断いたします。 

その他： 履修期間は、１年間を前提として研究会を運営します。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 無 

備考 

 

 



2023 年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0326 

テーマ 文化人類学的エスノグラフィーの基礎を学び、文化を探る 

担当者 高橋五月 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限   木曜日 ３限 

関連するコース 全てのコース（但し、2024年度に Aゼミ履修を希望する場合は人間文化コース選択を奨励します） 

授業の到達目標 授業のテーマ 

１）文化人類学とエスノグラフィーについての基本的な

理解を得る、２）エスノグラフィーの実践体験する、３）

エスノグラフィーについて具体例を交えながら自分の考

えを述べることができる、４)文献研究、研究発表、論文

作成のスキルを得る。 

エスノグラフィー（人の話を聞き、行動を観察し、その

社会・文化背景を考察する）という調査手法の基礎知識

を学び、各自で実際に現地調査を行い、データ分析し、

論文にまとめる。研究テーマ選択は自由！（例：昭和レ

トロ、コスメ市場、アニメ巡礼、韓国文化、水族館、等々） 

授業の進め方 

本研究会は大きく分けて３つの活動で構成されます。 

① エスノグラフィー入門：テキストを講読、議論しながら、エスノグラフィーの基礎的知識を得る。 

② 現地調査：各自が選択した研究テーマで調査計画書を作成し、実際に現地調査を実行し、発表、意見交換する。 

③ 研究論文：先行研究を参照しながら現地調査で得たデータを分析、調査論文を作成、発表する。 

学生の皆さんへのメッセージ 

身近な社会問題や文化的営みに注目し、「当たり前」と思っていたことに疑問を見出し、新たな謎を発見する。そし

て、その謎についてエスノグラフィーという調査手法を用いて探求するというのがこのゼミの趣旨です。調査対象

者の方々の話を聞き、彼らの日常生活の一部を観察させてもらうというのは、簡単なようで難しく、しかし刺激的

で面白い研究方法です。しかも、（少し大げさかもしれませんが）エスノグラフィー的視点は日常に面白さを見出す

ことができ、人生を豊かにします。「正解」がない学問ですが、モヤモヤを楽しみながら、頭と体を使った知の探求

を一緒に楽しみましょう！ 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

テキストや関連文献の講読、文献感想文、ファシリテー

ター、調査準備、現地調査、発表準備、論文作成 

平常点（意見交換への参加など）、フィールドワーク、発

表、文献感想文や論文による総合評価 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2、3年生(15 名程度) 

 高橋 Bゼミは基本的に１年間限定での履修です（留学等の理由により１年間で完了できない場合は応相談）。 

 高橋 Aゼミ入会には Bゼミ履修を推奨しています。将来的に高橋 Aゼミで卒論に取り組みたい場合は、まず Bゼミにて

エスノグラフィー基礎知識を習得してください。Bゼミ履修者は希望者全員が次年度から Aゼミに参加可能です。 

 Bゼミのみ履修希望（将来的な Aゼミ入会を希望しない方）も大歓迎です。毎年半数程度が Bゼミのみ履修しています。 

 応募の際は、志望理由の欄に興味のある調査テーマとその理由も書いてください。 

 応募者多数の場合は、志望票の内容（第１次審査）と、面接（第２次審査）によって選抜します。第１次審査通過者リ

ストと面接の詳細は Hoppii「お知らせ」を確認してください。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無 高橋が研究休暇のためオープンゼミはありませんが、説明会は開催します。開催

日時・場所などの詳細は学習支援システムに仮登録して確認してください。個別

の質問等は高橋＜stakahashi@hosei.ac.jp＞まで連絡をください。 説明会開催有無 有 

備考 

 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0327 

テーマ 英文契約の基礎 

担当者 永野秀雄 開講期 春学期 
※変更可能性有 

曜日時限    金曜日 ４限 

関連するコース グローバル・サステイナビリティコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

受講者の皆さんが、社会に出て国際的に活躍されるとき

に遭遇する英文契約を読む基礎力を身につけることを目

標とします。 

本研究会では、英語で書かれた基本的な契約書（英米法

に基づくもの）を読むための勉強をします。英文契約書

の英語は、特殊なものです。そのための基本的な用語や

文例を学んでいきます。 

授業の進め方 

まず、担当教員が、初歩的な教科書をもとに、英文契約の基本を解説していきます。授業の途中で何回か、教科書

にでてくる用語や文例を覚えて頂き、確認する小テストを行います。教科書を終えたのち、現実に用いられている

英文契約書（プリント）を用いて、皆さんに読んで頂きます。受講生何名かで構成される班による発表形式を取り

ます。難しい個所は、担当教員が解説いたします。 

学生の皆さんへのメッセージ 

一昔前までは、企業で英文契約書を読む必要のある人は、国際法務部員などの一部の専門家に限られていまし

た。しかし、現在、国際法務部などの部門は、契約書の交渉と作成（起案）、国際入札、国際的な訴訟などの

業務に追われています。その結果、日常的に用いられる普通の英文契約は、国際部門の営業職のみならず、国

内の調達部門、財務部門、製造部門、環境部門をはじめ、多くの総合職の方々に読むことが求められる時代に

なりました。是非とも多くの皆さんに、その基本的な知識を身につけて頂きたいと思います。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

教科書で指定された小テストの個所（一定の長さの条

文や単語）を覚えて来て下さい。また、実際の英文契

約書の訳を班ごとに発表するときに和訳や説明をし

たレジュメの準備をお願いします。 

平常点のみです。小テストの結果、班の発表等で評価

します。なお、３回以上欠席したり、小テストの勉強

や発表準備をしてこなかったりした場合には、単位を

あげることはできません。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2・3 年生。 

応募は、Hoppii の[2023 年度応募用]研究会 B で受け付けます。募集にあたっては、教員による面接を行います。自

己紹介と志望理由について、合計３分でスピーチしてください。面接の日時は、応募〆切の後、数日以内に Hoppii に掲

示しますので、必ず確認して下さい 

このゼミに関して質問がある場合には、面接時に担当教員にお尋ね下さい。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無 
 

説明会開催有無 無 

備考 

 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0328 

テーマ 地域環境の歴史・文化を考える 

担当者 根崎 光男 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限  月 曜日 5 限 

関連するコース ローカル・サステイナビリティコース     人間文化コース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

それぞれの地域には、独自の歴史や文化がある。この歴史

や文化が風土を形成している。各地域が有する歴史・文化を

追求し、地域の将来を考える。これにより、情報収集能力、プ

レゼンテーション能力、質疑・応答能力を養う。 

各地域の歴史や文化を調査・研究し、その伝統や特性を探

求する。そうした地域社会の伝統を踏まえながら、地域の持

続可能性を考える。受講生は興味のある地域を選定し、その

歴史・文化を調査し、地域づくりについて理解を深める。 

授業の進め方 

春・秋学期の前半は、地域史料（活字史料・絵画・絵図・古文書など）の読解を全員で行い、地域史料が利用できるように学

習する。これと並行して、大学周辺を散策し、地域の歴史や文化、現在の実情を見きわめる。これらを通して、グループで地

域を選定し、各地域がどのように地域づくりを進めているのかを調査研究する。各学期の後半は、各自の興味ある地域を選

定し、調査を進めて発表し、質疑応答を含めて意見交換しながら内容を深めていく。 

学生の皆さんへのメッセージ 

地域環境とは、自治体単位のまとまりだけでなく、河川流域、海辺部、山村部など大きなまとまりもあり、またさまざまな習俗や

文化的なまとまりをもっているところもある。現在、ゼミ生のなかには、各地のまちづくりのほか、歴史にみられる地域の持続可

能性やジェンダー、環境保全など幅広い課題に取り組んでいる学生がいます。これらのテーマは個人の興味から自由に選

んでもらい、深めてもらうことにしています。教員は折に触れて相談にのっています。このため、地域環境の歴史や文化に興

味があり、興味のあるテーマを追求したい学生の応募を望んでいます。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

・ゼミ合宿・大学周辺散策コースを企画する。 

・グループ・個人の研究にかかわる調査・研究を行う。 

・歴史・文化資料を読解・分析する。 

・研究会レポートを作成する。 

授業時の積極的姿勢などの平常評価のほか、発表・レポート

などの内容を総合的に評価する。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新２～４年生 

〇授業遂行のうえで問題がなければ選抜はしないが、Zoom ミーティングによる面談は実施します。 

〇志望者が少ない場合は、決められた日時に受講者を決定・発表し、また追加募集の掲示をするので、その後の

進め方を教員掲示板で確認してください。 

〇本研究会に入って研究に取り組みたい、という意思と熱意を持っている学生を求めています。 

〇本研究会で行うさまざまな行事に積極的に参加できる学生を求めています。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は、学習支援システムにてお知らせします。 

説明会は開催しませんが、質問のある学生は遠慮なくメールしてください。 説明会開催有無 無 

備考 

〇オープンゼミは、対面・Zoom ミーティング双方で対応します。教室の出入りは自由ですが、授業中は静かにしてください。 

〇今年度の研究会は和気あいあいと行っていますので、是非、ゼミの雰囲気を見に来てください。 

〇ゼミの内容について、わからないことがありましたら、遠慮なくメールしてください。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0329 

テーマ 責任ある経営とは何かを考える 

担当者 長谷川 直哉 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限   火曜日 5限 

関連するコース サステイナブル経済・経営コース   ローカル・サステイナビリティコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

大量生産・大量消費時代の 20世紀が終わり、サステイナビリ

ティ社会の実現が求められる 21 世紀では、企業経営のあり

方にも変革が求められています。このゼミでは、責任ある経

営とは何かをテーマに、未来社会で求められる企業像や企

業価値とは何かについて学びます。 

SDGs（持続可能な開発目標）、パリ協定（脱炭素）、責任投

資原則（ESG 投資）、共通価値の創造（CSV）、統合報告書、

サーキュラエコノミー（循環経済）、CX（デジタルトランスフォ

ーメーション）などのテーマを中心に、具体的な企業事例を

通じて、企業経営の未来像を探求します。 

授業の進め方 

持続可能な社会の構築に向けた世界的な潮流を踏まえ、以下の 4つのポイントを中心に日本企業が直面する課題について

検討します。 （１）SDGs とパリ協定が企業の未来に及ぼす影響とは何か、（２）責任ある経営の評価基準とは何か、 （３）責任

投資（ESG 投資）時代に社会から選ばれる企業とは何か、（４）AI（人工知能）などデジタル革命の成果に代替されないスキル

の磨き方。2・3年の混合チームを編成し、（1）～（4）のテーマに関する研究報告を行います。 

学生の皆さんへのメッセージ 

良い企業とはどのような企業でしょうか。皆さんはこの問いに答えられますか？ サステイナビリティを志向する世界的な潮流

の中で、利益の量のみを基準とした 20 世紀型の企業評価システムが崩れつつあります。国内外では、企業評価において企

業の社会的責任（CSR）や従業員満足度（ES）などを重視する傾向が強まっていますが、こうした流れは何を意味しているの

でしょうか。この研究会では、CSRに代表される非財務情報から企業価値を評価する手法を学び、21世紀社会で選ばれる企

業とは何かを考えます。このゼミでの学びは、就職先企業を選択する際の指針にもなるでしょう。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

文献や資料の分析、ゼミでの発表に向けてサブゼミ等を実

施して準備することが求められます。コロナウイルスの感染状

況が改善した場合は、夏休みにゼミ合宿（奄美大島または北

海道）を行います。 

成績評価は加点主義で、作成した報告資料や報告内容のレ

ベル、研究会活動に対する貢献度などを総合的に評価しま

す。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2・3年生 

・志望調査票に記載された志望動機と面接（対面またはオンライン）による選考を行います。 

・Bゼミ希望者は Aゼミにも応募することを勧めます。 

・応募者本人に直接面接の連絡をしますので、志望調査票には必ずメールアドレスを記載してください。 

・合格者は「現代企業論」、「ビジネスヒストリー」、「CSR論Ⅰ」、「CSR論Ⅱ」の履修を推奨します。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0330 

テーマ   詩歌（俳句・短歌など）の鑑賞と実作 

担当者 日  原   傳 開講期 秋学期 
※変更可能性有 

曜日時限 月曜日 ４限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

・詩歌を鑑賞する力をつける。 

・詩歌を実作する体験を積む。 

・定型詩（俳句・短歌など）の規則や表現技法を学ぶ。 

・詩歌をたくさん読み、自分の好きな作家を見つける。 

・句会・歌会を体験する。 

授業の進め方 

・最初の時間に授業の進め方について説明する。 

・「鑑賞」の時間に関しては、参加者に順に担当してもらう。各回の担当者は自分の好きな作家や詩歌を紹介して解説を加え

る。それを踏まえて参加者は各自の感じたことや考えたことを述べ、語り合う。 

・「実作」の時間に関しては、各自自分の作品を持ち寄り、句会・歌会を行なう。 

学生の皆さんへのメッセージ 

・詩歌を読みかつ作ることを通じて「言葉」に対する感覚が豊かになります。 

・定型詩には規則がありますが、それを意識することで、却って作品は作りやすくなります。体験すればそれが分かります。 

・今しかできない「自分の作品」を作ってみませんか。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

・アンソロジー等を利用して、詩歌をたくさん読む。 

・「実作」の時間には前もって自作を用意する。 

平常点（授業への参加態度・実作）  ７０％ 

最終レポート  ３０％ 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新２～４年生 

・志望者が多く選抜が必要な場合は、「志望調査票」によって選抜します。 

・他のＡゼミ・Ｂゼミとの掛け持ちを認めます。 

・過去に担当者のＢゼミの単位を取得した学生も受講を認めます。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

・説明会は Zoom を用いて行ないます。学習支援システムで日時等をお知らせしますので、参加希望者は仮登録して確認し

てください。 

・メール（アドレスは「履修の手引き」参照）での質問も受け付けます。メールでの質問にはメールで返答します。 

 



2023 年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0331 

テーマ 持続可能な社会を考える「問い」を立て、考える 

担当者 湯澤 規子 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限   火曜日 ５限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

①自らの「問い」を立て 

②主体的に調べ（フィールドワークや資料収集・分析） 

③ミニ論文の作成 

④研究成果の報告 

この研究会では持続可能な社会を考え、実現するため

にはどのような「問い」が必要かを、参加者それぞれ

が決めます。その「問い」に答えるための課題と方法

を見つけ、それに取り組み、議論を深めていきます。 

授業の進め方 

Step1: 持続可能な社会を考え、実現するための「問い」を立てる 

Step2:「問い」に関する文献の精読と報告 

Step3: 可能ならミニフィールドワーク（学生主体で計画、実施予定） 

Step4: 調査計画を作成し、調査研究を進める 

Step5: ミニ論文作成の準備（タイトル、目次、構成を考える） 

Step6: ミニ論文作成 

学生の皆さんへのメッセージ 

◆どんな小さなことでも、自分自身の問題意識や好奇心にもとづいた「問い」を立ててみてください。 

◆この研究会では、まず、参加者それぞれの「問い」を共有し、今年１年間でどのような「問い」に取り組む

かを決定します。（湯澤の得意分野は地場産業、伝統産業、食と農の地域史などですが、テーマはそれに限り

ません。湯澤も新しいテーマに挑戦するつもりで取り組みます。） 

◆その「問い」を頭の片隅に置きながら日々を過ごすと、今まで見えなかったものが見えたり、気にならなか

ったものが気になったりしてきます。時には実際にそれを確かめるために、現場に行き、経験してください。 

◆その「発見」、「違和感」、「経験」を自分以外の誰かに伝え、一緒に考える場が研究会です。 

◆侃侃諤諤（かんかんがくがく）、伸び伸びとした「共考」の場にしていきましょう。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

・興味関心に関わる情報を様々な視点から集める 

（文献、地図、写真、映画、小説、現地調査･･･） 

・発表の準備（データの整理、レジュメの作成など） 

・今年の「問い」にかかわる様々な体験をする 

研究会への参加、発表、質疑応答、討論などを総合的

に評価します。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2年生～4年生で 10名程度。 

参加希望者は①どのような問題関心（問い）を持っているのか、②なぜ参加を希望するのかを、志望調査票に

記入して提出してください。調査票の内容にもとづいて面接を実施しますので、掲示板の情報に注意してくだ

さい（同じ内容をメールでもお知らせします）。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 無 個別に質問や相談を受け付けます。湯澤までご連絡ください。 

yuzawa.noriko@hosei.ac.jp 説明会開催有無 無 

備考 

１年間かけてオリジナルの研究をし、論文を書いてみたいという人は、ぜひご参加下さい。 

 



2023 年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習⽀援システム応募⽤授業コード AA0332 

テーマ アカデミック・ライティング 

担当者 横 内  恵 開講期 通年 ※変更可能性有 
曜⽇時限  ⽕曜⽇ 5 限 

関連するコース ローカル・サステイナビリティコース、 サステイナブル経済・経営コース 

授業の到達⽬標 授業のテーマ 

（1）論⽂執筆の作法を習得する。  
（2）論⽂を⼀篇、書き上げる。 

論⽂執筆。（主に環境法政策分野のテーマ） 

授業の進め⽅（コロナ禍の状況次第で変更する可能性があります） 

・ 論⽂執筆の⽅法やルール等について、解説します。 
・ 個別に論⽂指導をしていきます。 
・ 各メンバーの論⽂の内容等について、ゼミ全体の場で報告をして頂き、質疑応答やディスカッションを⾏います。 

学⽣の皆さんへのメッセージ 

・ 真剣に研究に取り組んでください。 

授業外で⾏うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

・ 適宜、課題を出します。 
着実に取り組んでください。 

総合評価 
（論⽂の評価、参加姿勢等による） 

募集にあたってのお知らせ 

募集対象学年   新 4 年⽣ 

・ 応募する前に、必ず⼀度、個別にご相談ください。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催 無 
 

説明会開催 無 

備考

    
 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0334 

テーマ 千代田区の温暖化対策について考える 

担当者 渡邊 誠 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限  火曜日  ４限 

関連するコース 全てのコース 

授業の到達目標 授業のテーマ 

千代田区で実施している地球温暖化対策を中心テーマと

して研究を進めます。特にエネルギーおよび物質につい

ての諸問題に着目します。温室効果ガスを削減するしくみ

やそのための技術、配慮行動などについて理解すること

を目標としています。また千代田区のみならずその他の地

域の取り組み事例についても併せて研究します。地方に

おける森林整備事業、再生可能エネルギー供給なども含

めた地域連携のあり方を考えることも重要な内容です。こ

れにより環境政策を模索する力を獲得することを目標とし

ています。 

主として千代田区における環境対応に関する具体的な取

り組み事例を調査します。千代田区の地域特性を理解し

た上で、エネルギー消費と二酸化炭素の排出などに関す

ることをテーマとしています。例えばスマートシティとは何

か？コミュニティサイクルとは何か？などについて研究しま

す。この他、例えば廃棄物とリサイクルなどに関する内容

も研究の対象です。このように幅広い角度から持続可能

な社会を構築するために必要な具体的なテーマを設定し

て研究していく予定です。科学技術のあり方を考察するこ

とも重要なテーマとしています。 

授業の進め方 

千代田区の地域特性について把握し、そこでの様々な取り組み事例を調査するため、数名でグループを作り学習、調

査、検討を進めていく予定です。これにより参加者間のコミュニケーションの重要性を体得します。また参加者が各々

個別テーマを決めて調査し報告を行います。その後参加者全員でお互いの意見を述べ合います。このような討論形式

の授業を通して、問題解決を思考するセンスを身に付けたいと考えています。 

学生の皆さんへのメッセージ 

この研究会では、様々な学問領域に関する内容を関連付けることの重要性を意識しながら、「人」と「環境問題」との接

点を見つめていきたいと考えています。それにより持続可能な社会のあり方について考えます。積極的に参加する意

思のある方の受講を望んでいます。学生時代に、深く掘り下げ、論理的に思考し、慎重に判断する力を身につけておく

ことは皆さんの将来にとって大切な財産となります。この研究会ではこの獲得をめざしています。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

グループ研究や個人研究の遂行、ならびに報告の準備な

どを行います。 

ゼミ参加の積極性５０％、レポート内容５０％として評価し

ます。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新２～４年生 

選抜に際して面接を行う予定です。連絡事項は学習支援システムに掲載しますので、注意して見ていてください。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会（募集相談会）の情報詳細は学習支援システムに仮登

録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

オープンゼミおよび募集相談会へは、ぜひお気軽に参加してください。皆さんの参加を歓迎しています。 

 



2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0335 

テーマ                   SDGs の時代と地域社会 

担当者 小島 聡 開講期 通年 
 

曜日時限  火曜日 5 限 

関連するコース 原則として RSP 生用 

授業の到達目標 授業のテーマ 

・地域の持続可能性に対する幅広い視野と教養、地域実践

の動向に関する知識を身につける。 

・地域課題の解決に関する発想力やデザイン力を身につけ

る。 

SDGs を視野に入れながら、地域の持続可能性問題に向き

合い、課題解決に向けた創造的な取り組み（ソーシャル・デ

ザイン・ソーシャル・イノベーション）について考えます。 

授業の進め方 

ＳＤＧｓの理念や諸目標・ターゲットに掲げられた持続可能性課題について、地域社会のレベルで考えていきます。具体的

には、空き家問題に象徴される都市の縮小やコミュニティの衰退、人口減少、高齢化、過疎化の進行、東京一極集中の行

方、地域環境の劣化、貧困や健康などの広がり、災害や感染症といったリスクの増大、ジェンダー平等の停滞、多文化共生

への苦悩、ポストコロナなどに目を向け、地域循環共生圏などの新たな社会像や、地域再生への課題やロードマップ、地域

の未来に示唆を与えるような創造的取り組み（ソーシャル・デザイン・ソーシャル・イノベーション）について検討します。文献

（書籍、雑誌･･･）、映像、討論・ワークショップ、ゲスト、フィールドスタディ、プロジェクトの企画運営など、様々な手法を試み

る予定です。 

学生の皆さんへのメッセージ 

たとえ小さな挑戦であったとしても、未来への希望になりうるような実践にも目を向けることを通して、実現すべき持続可能な

地域社会について議論し、同時に、参加する社会人学生自身の問題関心やＲＳＰにおける学びの目的を活かしつつ、これ

からのライフ・デザインにも役立つような研究会にできればと考えています。また、様々な人生を歩んできた社会人学生のみ

なさんが本学部に集った偶然を大切にして、社会人学生のコミュニティ形成を図りたいと思います。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

・文献等の予習 

・各地のケースに関する情報収集 

・テーマに関する調査 

・プレゼン資料やレポートの作成 

積極性・協調性をはじめとする研究会への参加姿勢と、レポ

ート等の課題の総合評価とします。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 
社会人学生（2～4年生）、7～8名程度。 

※余席がある場合は、社会人学生と交流したい積極的な一般学生の受け入れも検討します。 

・志望書と、対面または Zoomによる面接で選考する予定です。詳細は学習支援システムに仮登録して確認してください。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 オープンゼミ・説明会の情報詳細は 

学習支援システムに仮登録して確認してください。 説明会開催有無 有 

備考 

質問などは、学習支援システムの「授業内掲示版」かメール（skojima@hosei.ac.jp）で受けつけます。 

 

mailto:skojima@hosei.ac.jp


2023年度研究会募集要項 
研究会Ｂを希望する学生は、全員必ず応募を行ってください。 

B 学習支援システム応募用授業コード AA0336 

テーマ 緑豊かで生物息づく都市に向けて 

担当者 高田 雅之 開講期 通年 
※変更可能性有 

曜日時限   木曜日 ２限 

関連するコース 全てのコースが対象 

授業の到達目標 授業のテーマ 

ゼミでは「緑・水・生物」の視点から人と自然にとって持

続可能な都市を探求します。防災・造園・生物多様性・計

画・教育・地域など様々な分野からのアプローチを試み、

海外事例や野外の現場を含めて、多面的知識と俯瞰的

な視点から都市環境を考え、望ましい姿をイメージできる

実践的な思考力（提案力・応用力・デザイン力）を高める

ことを目標とします。併せて、千代田区が取り組んでいる

環境マネジメントシステムである CES（千代田エコシステ

ム）への貢献も目指します。 

千代田区を含む都市全体を対象に以下に取り組みます。 

①緑・水・多様な生物など都市の自然を構成している

個々の要素について理解と知識を深めます。 

②街路樹・公園・都市農業・河川や海岸など都市を構成

する自然的空間の果たす役割と機能を考究します。 

③環境教育・コミュニティ・企業活動・景観・維持管理など

人間の果たす役割について探求します。 

④認証制度・グリーンインフラなどこれらを関連づける仕

組みやシステムから持続的な都市を発案します。 

授業の進め方 

①グループ研究…半期に約３テーマを設定し、グループで調査・討論・取りまとめ・プレゼンテーションを行い、「課題

設定→情報収集→分析評価→伝達・発信」を通して課題への知識と理解を高めます。 

②個人研究…個々人の関心に応じた研究テーマを自由に設定して調査と意見交換を行い、到達目標に掲げた能力

を高めていきます。また共通テーマを設定し、日替わり交代で短い発表を行い、個々の学びに生かします。 

③フィールド研究…半期に数回程度、様々な取り組みの実際を学ぶ、グループで観察記録して評価する、環境教育に

関わるイベント（神田児童館や千代田区主催の行事等）に参加する等の活動を行います。 

④実践提案まとめ…これらを積み重ね、組み合わせて、持続可能な都市に向けたアイデアや提案を取りまとめること

を通して、俯瞰力・構想力・実践的思考力を高めていきます。 

学生の皆さんへのメッセージ 

持続可能な都市は、持続可能な社会を考える重要な場だと思います。その中で自然環境（緑・水・生物）が果たす

役割が国／都市の政策に位置づけられるなど世界的に重要視されています。このゼミではひとつの課題に対して

様々な角度から視線を当て、その反射光を柔軟に受け止めてひとつの形に組み立てる力を目指します。多様な授業

の進め方とアプローチ分野に対して、高い関心と意欲を持って積極的に参加・率先できる方を歓迎します。 

授業外で行うべき学習活動（準備学習等） 成績評価基準 

｢授業の進め方｣①～④に関して、必要な準備や調査を

行うほか、日頃の学習の中でヒントやアイデアを常に探

し、それをゼミ学習に生かすよう心掛けて下さい。 

活動参加、学習意欲、受講態度、グループワークやイ

ベント活動への貢献、ゼミ運営への率先と貢献、提出物

の内容と期日遵守等を総合的に評価します。 

募集にあたってのお知らせ（選抜方法・その他） 

募集対象学年 新 2年生、新 3年生、新 4年生 

募集人数：１５名程度 

選考：選考は書面及び面接（ZOOM）により行います。志望調査表には志望理由のほかに関心のあるテーマと理由、

実践してみたいことを明記して下さい。1年単位のゼミですが高い意欲で取り組んでいただく方は継続参加も歓迎で

す。選考に関する連絡については学習支援システム（Hoppii）でお知らせしますので随時確認して下さい。 

オープンゼミ・説明会 

オープンゼミ開催有無 有 
オープンゼミ（ZOOM）の詳細は学習支援システム（Hoppii）にてお知らせしますの

で仮登録の上で確認して下さい。説明会は直接教員に尋ねることでこれに代え

ます。 説明会開催有無 無 

備考 

 

 


