
            

文教大学シニアアカデミー 
埼玉県＜大学の開放授業講座(リカレント教育)＞ 

受講生募集要項 
( 春学期・秋学期 ) 

文教大学 地域連携センター 
（ホームページ https://shougai.bunkyo.ac.jp/）

 地域の感染拡大状況によっては、受講生の受け入れを中止、 

または、オンライン（インターネット）での受講へ変更に 

なる場合があります。

２０２３年度 
埼玉県マスコット 　「コバトン」

https://shougai.bunkyo.ac.jp/
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《文教大学シニアアカデミー》 
リカレント（recurrent）教育とは、学校教育を終えてからも個人の必要に応じて教育機関で再教育を

受けられる循環・反復型の教育システムです。埼玉県では県内や近隣の大学と協力して、埼玉県在住で

55 歳以上の方を対象に、生活の充実や社会参加のきっかけづくりの一つとして、リカレント教育に取り

組んでいます。 

文教大学では、地域からの学び直しのニーズに応えるため、2016年度より埼玉県のリカレント教育に

協力し、学生と一緒に学ぶ「文教大学シニアアカデミー」を開講しています。 

1．応募資格

埼玉県内在住で 55 歳以上の方 (2023（令和 5）年 4 月 1 日現在）

2．開放授業科目 
● 開講期：春学期

越谷キャンパス 2023年 4月 8 日(土)～7月 28日(金)

期間 科 目 名 担当教員 曜日 時限 
募集 

定員 

春
学
期
（４
月
～
7
月
） 

Gender Studies 山 下 英 愛 火 3 
10名 

程度 

生 き が い 論 神 田 信 彦 火 4 
10名 

程度 

Special Topics in Area Studies 
（授業は全て英語で行います） 

ラメイ・アレック 木 3 
10名 

程度 

国 際理解 教 育 手 嶋 將 博 金 2 
10名 

程度 

ヨーロッパ文化研究Ⅰ 山 川 智 子 金 3 
10名 

程度 

  物 理 学 長 島 雅 裕 金 3 
10名 

程度 

● 開講期：秋学期

越谷キャンパス 2023年 9月 9日（土)～2024年 1月 20 日(土)

● 受講に当たり

① 担当教員や講義内容、授業回数が変更になることがあります。

② 各科目の授業は全 15 回の予定です。

③ 受講した科目の単位は認定されません。

④ 全ての授業で、授業支援システム manaba を使用します。（スマホ・PC 等が必要です）

⑤ 対面授業が実施できる状況にあっても、オンライン（インターネット経由配信）で授業や資料配

付等を行う場合があります。また、対面とオンラインを併用して進める場合もあります。

⑥ オンライン授業は、時間割通りの時間に Zoom で参加、または時間は自由だが視聴期間が限られ

る録画配信などがあります。いずれの場合も大学ではなく自宅等でパソコンやタブレット等の端

末を使いインターネットに接続して受講いただきます。本学からの機材貸与はございません。

期間 科 目 名 担当教員 曜日 時間 
募集 

定員 

秋
学
期
（９
月
～
１
月
） 

ボランティア論N 二 宮 雅 也 
時間割等詳細

は秋学期の募

集要項でお知

らせします。６

月下旬になりま

したら資料請求

いただくか HP

でご確認願いま

す。 

10名 

程度 

文  学 大 島 丈 志 
10名 

程度 

演  劇  論 Ⅰ 青 木 祐 子 
10名 

程度 
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3．授業時間割 

１限 ９：１０～１０：４０ 

２限 １０：５０～１２：２０ 

３限 １３：１０～１４：４０ 

４限 １４：５０～１６：２０ 

５限 １６：３０～１８：００ 

4．開講場所
※授業がオンラインの場合は自宅等でご受講

いただきます。

※交通機関の「学割」利用対象にはなりません。

越谷キャンパス（埼玉県越谷市南荻島 3337）  

東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線直通 

北越谷駅西口下車 徒歩約 10 分 

【お願い】車・バイクでの通学はできません。 

※自転車の駐輪は所定の手続きが必要です。

5．募集定員 
各科目とも 10 名程度 

6．受講制限 
年間 10 科目以内 

7．受講料等 
① 1 科目 10,000円

② 一旦納入された受講料は、お返しできませんのであらかじめご了承ください。

③ 教科書・教材等別途支払

授業科目の概要(シラバス)に教科書・参考書についての記載がない場合も、必要になる事があり

ます。その場合は授業中に担当教員から説明があります。

8．コロナ禍における本学の対応
新型コロナウイルス感染症対策のため、以下の点をご了承の上でお申し込みください。 

①受け入れに当たっては、「新型コロナウイルス感染拡大防止に関する文教大学の活動指針(ガイ

ドライン)」を適用します（本学の HP でご確認願います）。

②常時マスクの着用にご理解ご協力願います。

 

＜祝日でも授業を行う日＞ 

春学期 なし 

秋学期 9/18（敬老の日） 

9/23（秋分の日） 
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9. 受講申込・問合せ
（1）申込期間

学 期 申 込 期 間 

春学期 2023 年 2月 1日(水)～3月 11 日(土)必着 

秋学期 2023 年 7月 1日(土)～8月 19 日(土)必着 

※ 各学期とも申込期間厳守でお願いします。春学期の申込期間中に秋学期の受講申込はできません。

（2）申込方法  

  本書巻末にある「受講申込書」に必要事項を記入して、 郵送または FAXでお送りください。 

E-mailでの申込は、以下の事項を漏れなく記入して、お送りください。

① 氏 名、ふりがな

② 性 別

③ 年 齢(2023 年 4 月 1 日現在)

④ 生年月日（西暦）

⑤ 郵便番号、住所

⑥ 電話番号・携帯電話番号 (お持ちの方)

⑦ E-mailアドレス

⑧ 希望受講科目(年間 10 科目以内)

※ 電話での受講申込は受付けておりません。

（3）申込先 

文教大学 地域連携センター 

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

FAX： 048-974-8878   

E-mail：kshougai@stf.bunkyo.ac.jp

（4）選抜方法 

 定員を超える申込みがあった場合は、抽選により受講者を決定します。 

① 春学期受講の可否結果は、申込者全員に郵送でお知らせします。（3 月 22 日に発送予定）

② 秋学期受講の可否結果は、申込者全員に郵送でお知らせします。（8 月 25 日に発送予定）

（5）受講料の支払い 

① 受講可となった方には、受講料の振込用紙を受講申込結果と共に送付します。

② 振込用紙に記載されている指定期日までに、指定のコンビニエンスストアにてお支払いくださ

い。

③ 必ずお送りした振込用紙をご使用ください。お送りした振込用紙をご使用にならない場合、ご

入金の確認が出来ません。

（6）個人情報について  

申込時に記入していただく個人情報は、本学園個人情報保護基本方針に基づき、選考(受講までの

一連の業務に係る各種連絡通知を含む)及び受講開始後の修学・学籍に関する業務の為の利用以外

には使用しません。  

個人情報保護基本方針： http://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/privacy.htm 

mailto:kshougai@stf.bunkyo.ac.jp
http://www.bunkyo.ac.jp/gakuen/privacy.htm
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埼玉県 大学の開放授業講座 

（7）申込のキャンセル 

申込後に、キャンセルする場合は早めにご連絡ください。その場合、受講料はいただきません。た

だし、一旦納入された受講料につきましては返金することはできませんので、あらかじめご了承く

ださい。 

（8）問合せ先 

  TEL：048-974-8811(代表) 地域連携センターとご指名ください。 

 0120-160-449（固定電話のみ対応） 

受付時間： 平日 9：00～16：30  土曜日 9：00～11：30 

E-mail：kshougai@stf.bunkyo.ac.jp

夏期休業については HPでお知らせします。 

⇒埼玉県の「大学の開放授業講座」（リカレント事業）についての問合せ先

埼玉県福祉部高齢者福祉課 総務・高齢企画担当：TEL 048-830-3263 FAX 048-830-4781 

            で検索 

10．受講者対象オリエンテーション 

受講前にオリエンテーションを実施予定です。 

●内容

①シニア生証カードの交付

②受講方法の説明

③図書館の利用方法について

④校内見学

●日程

春学期

日時：2023 年 4 月 7日（金) 13：00～15：00 (目安) 

場所：文教大学越谷キャンパス 

※感染拡大状況によってはオンライン（録画配信）で行います。

秋学期 

  秋学期の要項にてご案内します。 

mailto:kshougai@stf.bunkyo.ac.jp


科⽬名 Gender Studies 学年 3 

サブタイトル 韓国ドラマを通してジェンダーを考えてみませんか︖ 単位 2 

教員名 ⼭下 英愛 研究室 

授業概要 

2000年代初めに⽇本で韓流ドラマブームが起こって以後、韓国ドラマは⽇本でポピュラーな娯楽の⼀つと
して定着しました。しかも、グローバル化とメディアの多様化にともない、ドラマのコンテンツも視聴パ
ターンも急速に変化しつつあります。韓国ドラマを視聴する⼈⼝も中⾼年から若者まで、さらに海外にま
で広がっています。この授業では、韓国ドラマの背景にある⽂化や歴史をジェンダーの視点から読み解く
ことを通して、よりアクティブで分析的な視聴者になることを⽬指します。ドラマの他に映画やドキュメ
ンタリーなども取り上げ、受講者のみなさんと⼤いに語り合いたいと思いま す。
＊シニアへのオープン科⽬

到達⽬標 
ジェンダーに関する知識を⾝につけるとともに、韓国社会の歴史や⽂化についても学ぶことができ る。そ
れらをさらにグローバルな視点からとらえ、私たちが⽣きる社会や⽂化についてもジェンダーの視点で考
えることができる。 

授業計画（1回） オリエンテーション︓  授業概要の説明、⾃⼰紹介など

授業計画（2回） 韓国社会についての基本的な理解（1） 
植⺠地時代からの解放、朝鮮戦争 

授業計画（3回） 
韓国社会についての基本的な理解（2）家族制
度と⼥性の役割 
経済開発と軍事⽂化 

授業計画（4回） 娯楽としてのテレビドラマ 
70年代のドラマ 

授業計画（5回） 
80年代の社会とドラマの多様化 
⺠主化運動と⼥性たち 
ドラマの視聴率競争 

授業計画（6回） ⺠主化時代のドラマ 
⼥性運動の活発化、国際化 

授業計画（7回） ドラマの⻩⾦時代 
⺠主化はどのようにドラマに反映されたか 

授業計画（8回） 
⾦⼤中政権の⽂化政策とジェンダー政策 
北京会議とメディアにおけるジェンダー平等政策の推進 
男⼥平等放送賞の誕⽣ 

授業計画（9回） ⽇本で起こった韓流ブーム 
韓流ドラマが⽇本社会にもたらしたもの 

授業計画（10
回） 

経済成⻑と⽂化のグローバル化 家族
の⺠主化、格差社会の顕在化 
⼥⾵を反映したドラマ 

授業計画（11
回） 

放送環境の変化とドラマの変化 
ドラマの種類と内容、制作環境の変化 
俳優たちの世界 

授業計画（12 
回） 

ドラマ作家の系譜 
作家別のドラマの特徴（1） 

授業計画（13 
回） 

ドラマ作家の系譜 
作家別のドラマの特徴（2） 

授業計画（14
回） 

近年の韓国ドラマ 
⼈物表象、ストーリーにみられる変化 
グローバル市場に流通するドラマ 

授業計画（15 
回） 

⽇本社会と韓国ドラマ 
私たちにとって韓国ドラマが意味するものとは 

11.授業科目の概要（シラバス）
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授業外での学修 

（予習・復習） 
資料を読み、考える。 

授業外学修時間 各回の授業に対し、2時間程度の予習復習を⾏うこと。詳細については、授業内で説明を⾏う。 

フィードバック 各学⽣の発表終了後に主に⼝頭で講評する。 

授業で使⽤するテ
キスト 

⼭下英愛『⼥たちの韓流』岩波新書2013 

参考書 

千⽥有紀ほか『ジェンダー論をつかむ』有斐閣2013 

⼩⼭内園⼦・すんみ責任編集『エトセトラ  私たちは韓国ドラマで強くなれる』Vol.5,etc.books, 202 
1 
その他、適宜紹介する。 

受講⽣へのメッセ
ージ 

韓国ドラマにハマっている⼈も、いない⼈も、韓国ドラマの魅⼒と特徴をジェンダーの視点から読み解く
ことに挑戦してみませんか︖ 
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科⽬名 ⽣きがい論 学年 3 

サブタイトル 単位 2 

教員名 神⽥ 信彦 研究室 12321研究室 

授業概要 
「⽣きがい」は何かと問われて⼾惑う⼈も多い。「ある」という⼈々でもその内容はしばしば異な る。本
講義では「⽣きがい」とは何かを幾つかの視点から捉え、私たちが⽣き、⽣活する中で「⽣きがい」はどの
ように位置づけられるかを検討する。 

到達⽬標 

(1) なぜ「⽣きがい」が注⽬されるのか⾃分の考えを述べることができる。
(2) 「⽣きがい」とはどのようなものか⼀般的な考え⽅を説明できるとともに⾃分の考えを述べることがで
きる。
(3) 「⽣きがい」に関するさまざまな視点を理解し、説明でき、⽐較検討できる。
(4) ⽇本⼈の「⽣きがい」という語の扱いの歴史を説明できる。
(5) 「⽣きがい」と「幸福」との関連について⾃分なりの視点で考え説明できる。

授業計画（1回） 授業の進め⽅に関するオリエンテーション／諸調査⾒る現代⼈の⽣きがい 

授業計画（2回） 1960年代末からみられた⽣きがい論ブームとその背景 

授業計画（3回） ⾼齢者福祉や⽣涯学習と⽣きがい 

授業計画（4回） ⽣きがいとは   ―⽣きがいの意味と使われ⽅― 

授業計画（5回） ⽣きがいの語の成り⽴ちと意味  — 梅棹忠夫の考え⽅とその検討 — 

授業計画（6回） 明治期〜第2次世界⼤戦直後にみる⽣きがい 

授業計画（7回） 「⽣きがい」はいつ頃から使われ始めたか―⽂にみる⽣きがい― 

授業計画（8回） 神⾕美恵⼦の⽣きがい観(1) — ⽣きがいを形作るもの —

授業計画（9回） 神⾕美恵⼦の⽣きがい観(2) — ⽣きがいの役割とはたらき — 

授業計画（10 
回） 

⾒⽥宗介の⽣きがい観（1） 

授業計画（11回） ⾒⽥宗介の⽣きがい観（2）／清⽔幾太の⽣きがい観 

授業計画（12回） 宮城⾳弥／梅棹忠夫／野⽥⼀夫の⽣きがい観 

授業計画（13回） 中村元／⽇野原重明／湯川秀樹の⽣きがい観 

授業計画（14回） 和⽥修⼀の⽣きがい観 

授業計画（15回） ⼤正時代の⽣きがい観（奥村多喜衛／後藤新平）まとめ 
⽣きがい観の⽐較検討 

授業外での学修 

（予習・復習） 

授業を受けるにあたり、事前に配布される資料に⽬を通し、内容を理解すると共に疑問点や⾃分の観点を明
確にしておくこと。 

各回の授業終了後は、当該回の授業内容を振り返るとともに⾃分の考えを整理しまとめること。 

授業外学修時間 予習に最低1時間をあて、復習には関連する⽂献に⽬を通すことも含め最低3時間の時間を当てるこ 
と。 
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フィードバック 

毎回の課題への回答については、共有することが望ましいと考えられるものについては、⽒名等を伏せて後⽇
の授業資料等で紹介する。 
定期試験に関しては、問題を持ち帰り⾃⼰採点を⾏なえるようにし、誤答があれば問題の捉え⽅や知 
識の修正を図れるようにする。これによってフィードバックに代える。 

授業で使⽤す
るテキスト 資料を配付する。 

参考書 
授業中に指⽰する。 

受講⽣へのメ
ッセージ 

受講⽣が講義に関する質問や⾃分の⾒解等を授業時に積極的に述べることを期待する。聴講⽣・
科⽬等履修⽣の聴講︓可 
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科⽬名 Special Topics in Area Studies 学年 4 

サブタイトル Survey Class on Climate Change 単位 2 

教員名 ラメイ アレック ラッセル 研究室 3721 

授業概要 

Climate Change is the biggest existential threat of our generation and affects every aspect of our lives. This 
class will discuss the breadth of climate change by discussing the geographical and topical signifi cance of this 
massive problem. This class differs from the fall class titled, "Environmental Issues" for th e following reasons. 
1. It is taught completely in English
2. It focuses on human causes for climate change and will focus less on biological effects
3. It includes a final project focusing on a student-initiated solution to a local environmental problem
4. It is taught in an on-demand/online format

Generally, classes will be in person, but the instructor will be on business several times this semester. When 
that happens, alternative on-demand lessons will be offered. 

Students will also be expected to be involved with Bunkyo University's compost program, a collaborativ e effort 
between 外国語学科 and 教育学部. This also involves working with house plants by propogatin g and repotting 
them. 

Finally, this class will take one field trip to the recycle center about a 20-minute walk from the Koshigay a 
campus. 

到達⽬標 

Students will learn about the gravity of climate change, what they can do to help lesson the impacts of climate 
change in our changing world, and how they should prepare for its uncertain future. 

Concretely speaking, throughout this course, students will have to meet at university to take part in a v ariety of 
service activities. These include, but are not limited to: 1) helping to clean the riverbanks next t o Bunkyo 
University, 2) help with the university's compost program. This may involve coming to class o 
n Saturday or Sunday. 

授業計画（1回） 

(Realtime class) Orientation: Module 1 on Climate Change effects 
1. Introduce Manaba, the syllabus and the expectations of the course
2. Introduce study.com and how to do research for this class
3. Explain the expectations of assignments and reports
4. Explain On-demand lessons (when used) and the nature of the course
5. Discuss the project of composting and how each student can get involved
6. Discussion about student's knowledge about climate change

授業計画（2回） 

Module 2 on Climate Change effects: 
This class discussion will include the following: 
1. Discussion on an assigned video (made by the instructor)
2. Completion of a quiz
3. Repotting Bunkyo Plants

授業計画（3回） 

Module 3 on Climate Change effects: 
This class discussion will include the following: 
1. Discussion on an assigned video (made by the instructor)
2. Completion of a quiz
3. Reflection paper on modules 2 and 3 on climate change effects

授業計画（4回） 
5/1: The instructor will be away on business, so an alternative assignment will be given. Students will b e 
expected to research on one newspaper article in English about climate change and give a presentat 
ion the following class. 

授業計画（5回） Class 5: Newspaper Presentations and Discussion 

授業計画（6回） Watching the movie: Planet of the Humans 

授業計画（7回） Today we will discuss about our midtem writing assignment. Students are expected to bring an outline 
about what they are going to write about. 

授業計画（8回） So far we have discussed about what action governments and corporations can take to fight climate ch ange. 
for the remaining of this class we will discuss about personal changes we can do. 
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授業計画（9回） 
Today I will discuss about trash and Japan's history with recycling. 
We will read some articles about how we can make change in our everyday lives and have a discussio n about 
the practicality of these actions and what effect they have on the environment. 

授業計画（10 
回） 

Today we will go to the recycle center just up the road from Bunkyo University. 

授業計画（11
回） 

The instructor will be away on business today, so you are expected to spend the class time doing som ething 
for the environment. Either you can participate in the local neighborhood in the 元荒川の⾃然を 
⼤切する会 or you can work with the compost, or you can do something else. Make sure to record wha 
t you do and be prepared to present on it next class. 

授業計画（12 
回） 

Today we will discuss about the personal actions we have taken to fight climate change. We will also di 
scuss about what research we need to do to improve this action. 

授業計画（13 
回） 

For today's class, we will discuss about how to propogate house plants. We will also discuss the horror 
s of plastics and some creative alteratives to solving this problem. 

授業計画（14 
回） 

Brainstorm about a final reflection paper for this class. 
Bring your ideas to class so we can discuss these in groups. Your paper will be due next class. 

授業計画（15
回） 

Students will submit either a group video or paper discussing their project. These will be compiled into 
a video or written portfolio and posted on the University website. A grade will be given in accordance wi th the 
quality. If necessary, students will need to make corrections before uploading to the internet. 

授業外での学修 

（予習・復習） 

Students will be required to write two short reflection papers on lectures. They will also be required to t ake 
some 'real' action to fight climate change. 

授業外学修時間 
This class will take preparation and review time of between 60-90 minutes a class. This includes writin g a final 
paper of 600-800 words and reviewing for the final test. Students are also required to help indi 
vidually by working with the classes compost drum and the production of soil. 

フィードバック Feedback will be given in class during discussion, on reflection papers, essays and on their final projec 
t. Feedback will be passed out via Manaba.

授業で使⽤する
テキスト 

There is no text, but students should have a working knowledge of Manaba, which will be used to uplo ad 
material. 

参考書 Nothing 

受講⽣へのメッ
セージ 

Climate Change will effect every part of our lives, so the sooner we learn how to deal with it, the more potential 
there is to fight its affects in a positive manner. 

実務経験のある
教員に関する情
報 

The instructor is passionate about fighting against climate change, a struggle he has been involved in t he 
better part of his adult life. He has done this through the following: 
1. Been involved in service learning trips four different spring breaks in the United States and once to S enora
Mexico to build houses in its desert.
2. Been involved with climate issues in rural Philippines especially on the island of Mindoro and in Nag a city.
3. Actively increase plants in my office and at home
4. Garden
5. Compost
6. Study independently about technological advances that can be helped to confront climate change.
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科⽬名 国際理解教育 学年 1 

サブタイトル 〜共に⽣きるグローバルな社会をめざして〜 単位 2 

教員名 ⼿嶋 將博 研究室 13408 

授業概要 

ユネスコが提起した国際理解教育は、平和・⼈権・⺠主主義をキーワードとして、多⽂化社会に⽣きる⼈間
の育成をめざす教育として提唱されてきた。この基本的考え⽅に基づき、⽇本における国際理解教育は、(1)
異⽂化や、異なる⽂化の⼈々を受容し「共⽣」する⼒、(2)⾃らの伝統・⽂化に根ざした⾃⼰の確⽴、(3)⾃ら発
信し⾏動する⼒、といった諸能⼒を涵養する教育として期待されている。 本講義では、国際理解教育の基本的
な概念や内容を学習しながら、その最も重要な要素としての 
「共⽣」について学ぶ。国際理解教育は、体験型ワークショップやアクティブラーニング等を通し て、各分
野や⽤語、カリキュラム等の基本、国際理解教育の意義や今後の課題、理論・実践について学習する。 
【授業形態】基本的に「もし世界が100⼈の村だったら」等、ワークショップ型の体験型授業を中⼼ 
に⾏う予定であるが、感染症の状況により、オンライン（オンデマンド）式を併⽤して実施する。いずれの
授業形態でも、授業の前⽇までに、manabaにおいて⾳声解説⼊りパワーポイントおよび参考資料・画像・動
画などのURLを配信し、テキストを併⽤して学修を⾏う。対⾯式とオンライン式を切り替える場合は、実施の
回の1週間前までに、授業中およびmanabaで告知する。 
授業後にはその授業での内容に関するレポートが出題され、授業⽇から5⽇⽬の午前9時までを提出期限と

する（①資料等のDLと視聴記録、②授業レポート提出はmanabaに記録されるので、この両⽅ 
を持って「出席」と⾒なす）。 

到達⽬標 

到達⽬標︓ 
1. 国際理解教育の様々な内容や体験型学習を通して、異⽂化理解・⾃⽂化理解・コミュニケーション能⼒等に
ついて基本的な知識や考え⽅を理解する。
2. さらにそれらを発展させた国際交流・グローバル教育・⼈権教育等の関連する教育分野についても理解を深
め、現代社会における様々な事象を多⾯的に捉え、省察することができる。
3. 国際理解教育の究極の⽬標である「共⽣」の意義や考え⽅を理解し、国際化に対応するために必要
な素養を⾝に付ける。

授業計画（1回） 1. 国際理解教育序説ー「グローバリゼーション」と「国際化」の定義ー

授業計画（2回） 2. 国際理解教育の⽬標ーグローバリゼーションと多⽂化共⽣ー

授業計画（3回） 3. 「共⽣をめざす教育」の理論と実践−外国⼈児童⽣徒等の事例から− 

授業計画（4回） 4. 異⽂化コミュニケーションと⽇本⽂化ー授業実践にみるコミュニケーションと⽂化の学習ー

授業計画（5回） 5. ⽐較と特定化を通した異⽂化・⾃⽂化理解ー⽂化概念と⽇本⽂化の本質ー

授業計画（6回） 6. 多⽂化社会におけるイメージと認識ーつくられる「現実」・差別と偏⾒の構造ー

授業計画（7回） 7. ⽇本⼈と外国⼈ー「ウチ」と「ソト」はどこで分けられるのかー

授業計画（8回） 8. マジョリティとマイノリティー多⽂化社会の構造と⽇本の学校の課題ー

授業計画（9回） 9. 多⽂化共⽣と社会統合のあり⽅ー⽂化理解から多⽂化共⽣へー

授業計画（10 
回） 

10. グローバル社会に⽣きるための資質の形成ーグローバリゼーションの「学び」に必要なことー

授業計画（11 
回） 

11. グローバリゼーションと授業実践ー「もし世界が100⼈の村だったら」「貿易ゲーム」等を事例に
ー

授業計画（12 
回） 

12. グローバリゼーションと持続可能な開発⽬標（SDGs）ーSDGsの意義と主体的・横断的な学びー

授業計画（13 
回） 

13. 持続可能な開発⽬標（SDGs）の授業実践ー持続可能な社会を⽣きるための資質能⼒形成ー

授業計画（14 
回） 

14. グローバル社会に⽣きるーグローバルな資質としての外国語コミュニケーション能⼒ー

授業計画（15 
回） 

15. まとめー多⽂化共⽣社会への変⾰と未来ー

授業外での学修 

（予習・復習） 

1.予習…テキストの次回授業の該当箇所や、次回の授業で使⽤する資料等をあらかじめ読んでおき、理解しづ
らい個所や不明な個所、課題と思われる箇所を⾒つけて、説明を聴いて確認したり、授業で
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質問したりできるように準備をしておくこと。 
2．2．復習…①授業で配布するレジュメや資料を⽤いて、講義から学んだ基礎知識の復習・定着を⾏う。 
②アクティブラーニングにおいて意⾒交換・討論を⾏い、⾃分の考えをまとめたワークシート（授業終了時
の学習の振り返り）作成が宿題となっている場合はそれを⾏い、次回授業の冒頭で提出。
③返却されたワークシートは他の資料同様に全て保管し、⾃分の考えの変容をフィードバックし、再
構成するために読み返すこと。

授業外学修時間 

授業計画に従って、事前に次回の授業内容に関するテキストや参考図書を読んでくるために、2時間程度の
予習を⾏う。 
授業後は、授業で使⽤したレジュメや資料を⽤いて、講義から学んだ基礎知識の復習・定着を⾏うととも

に、授業の振り返りのワークシートを作成するため、2時間程度の復習を⾏う。 
その他の詳細については、必要に応じ、授業内で説明を⾏う。 

フィードバック 

授業の最後の10分程度で、受講者相互による学習の振り返りの意⾒交換を⾏った後、宿題で作成してきたワ
ークシートを、次回の授業時冒頭に提出させ、コメントや評価を付けて返したり、いくつかの代表的な意⾒
をコピーして配布、あるいはコースパワー上からダウンロードできるようにし、様々 
な意⾒を概観しながら、受講者がお互いの知識を広げたり、深めたりできるようにする。 

授業で使⽤する
テキスト 

＊松尾知明著、『多⽂化共⽣のためのテキストブック』、明⽯書店、2011年、2520円、ISBN:978-4-7  503-3450-
9 
その他、毎回、授業内容に応じた資料を配布する。 

参考書 

＊佐藤郡衛・佐藤裕之（編著）、『「共に⽣きる⼦ども」を育てる国際理解教育』、教育出版、2006年、
2,420円、ISBN:978-4316801568 
＊開発教育協会編、『ワークショップ版   世界がもし100⼈の村だったら＜第5版＞』、2016年、2,20 
0円、ISBN:978-4877732233 
＊北村 友⼈・佐藤 真久・佐藤 学編著、『SDGs時代の教育:すべての⼈に質の⾼い学びの機会を』、学⽂社、
2019年、3,300円、ISBN:978-4762028755 
その他、授業内容に応じて随時紹介する。 

受講⽣へのメッ
セージ 

本講義は国際理解教育の基本的な概念や内容を学習しながら、体験型ワークショップやアクティブラーニ
ング等を通して、その最も重要な要素としての「共⽣」の考え⽅について学んでいきます。 本講義での学習
は、今後、2年次の「異⽂化理解教育」や3年次の「国際理解教育の研究」における 参加型の体験授業・ワー
クショップ等の具体的な授業実践へ、さらに、⼤学院教育学研究科の「国際理解特論」における、学術的な
国際理解教育の研究へと発展し、受講者の「国際的資質」を段階的に
深められるよう構成されています。
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科⽬名 ヨーロッパ⽂化研究１ 学年 2 

サブタイトル ドイツ語圏を中⼼としたヨーロッパの事情 単位 2 

教員名 ⼭川 智⼦ 研究室 

授業概要 

ヨーロッパ⽂化について幅広く学び、問題意識を深め、⽇本と⽇本⽂化を相対的に考えるための思考
⼒を⾝につける。ドイツ語圏地域を中⼼にしつつ、周辺地域も関連付けて話を進める。⾔語、⽂化、教育政
策、⽂学、芸術などを扱う。歴史的、地理的背景の異なる地域について学びながら、相違点とともに本質的な
共通点も探る。グローバル化した現代において、ヨーロッパで直⾯する課題は⽇本にとっても無関係ではない
ことを理解していく。東アジアのなかの⽇本とヨーロッパについて、⼤局的
に物事を考える能⼒を⾝につけることを⽬標とする。 

到達⽬標 
ドイツ語圏を中⼼とした現代ヨーロッパを、⾔語、⽂化、教育政策、⽂学、芸術といった、幅広い視点から捉
えることができる。歴史的、地理的背景の異なる地域の⽂化を知ることで、⾃分の⽂化を相対的に考え、問題
意識を深めることができる。 

授業計画（1回） 授業の案内 

授業計画（2回） 現代ヨーロッパを考えるための視点 

授業計画（3回） 欧州評議会という国際機関の存在意義 

授業計画（4回） ヨーロッパにおける⾔語教育の歴史と現状

授業計画（5回） 独仏関係とヨーロッパ統合━歴史的変遷 

授業計画（6回） ヨーロッパ⽂化、ヨーロッパ・アイデンティティという考え⽅

授業計画（7回） ヨーロッパの⾼等教育の変遷

授業計画（8回） ドイツの教育制度━⽇本との⽐較 

授業計画（9回） ドイツの環境政策、⾷⽂化、⽣活習慣 

授業計画（10 
回） 

ドイツ語圏地域における⽂学の役割 

授業計画（11 
回） 

ドイツの歴史教育 

授業計画（12 
回） 

ドイツの政治教育 

授業計画（13 
回） 

⽇独交流史 

授業計画（14 
回） 

⽇本の近代化とヨーロッパ 

授業計画（15
回） 

授業のまとめと振り返り 

※場合により、授業予定、⽇程の変更もあります。

授業外での学修 

（予習・復習） 

授業で紹介した資料を読み込み、それぞれの点に関して、⾃分⾃⾝の考えを持てるようにしてください。 

授業外学修時間 
各回の授業に対し、授業計画に従い、授業資料を読み込み、疑問点を明確にするための予習に2時間程度、
授業で取り上げられた資料全体を読むこと等に2時間程度の復習を⾏うこと。その他詳細につ 
いては、必要に応じ、授業内で説明を⾏う。 

フィードバック 毎回記⼊するリアクション・ペーパーのコメントを参考にし、次回以降の授業を組み⽴てていく。 

授業で使⽤する
テキスト 毎回資料を配付します。 
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参考書 適時、紹介します。 

受講⽣へのメッ
セージ 

⽇ごろから国内・国外のニュースに⽬を向け、何ごとにも好奇⼼を持って取り組んでいってください。 
学⽣から教員への連絡⽅法は初回授業で伝えます。 
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科⽬名 物理学 学年 1 

サブタイトル ⾃然界の法則性と社会における科学 単位 2 

教員名 ⻑島 雅裕 研究室 

授業概要 

物理学は現代の⾼度な科学技術の進展を根底で⽀えている。この物理学は、⾃然現象を観測して、そこにあ
る秩序を理解することから始まり、多くの理論と実験の積み重ねによって、広範で複雑な体系が築かれてき
た。 
この授業では、⾃然のふるまいから、物理学とはどのようなものかということを学ぶ。その際に、物理学

の発展にも触れながら、その背景にある考え⽅を学び、⾃然現象についての理解を深める。また、物理学的
な考え⽅を基礎にして、科学的なものの⾒⽅や批判的思考について学び、科学と社会の関係についても考え
る。授業は講義形式で⾏なう。テキストは使⽤せず、図⾯等のプリントを配布する。簡単な実験も⾏なう。 

なお、取り上げるトピックについては、受講者の興味関⼼に応じて柔軟に対応する。 

到達⽬標 ⾝近な現象について、物理学的に考えることができるようになる。社会における科学について、問題意識を
持てるようになる。 

授業計画（1回） 次元と単位 

授業計画（2回） 落ちるということ 

授業計画（3回） 運動と重⼒ 

授業計画（4回） 浮かぶということ 

授業計画（5回） 光 

授業計画（6回） ⾦属と電流 

授業計画（7回） ⾳ 

授業計画（8回） 変化の中で変わらないもの︓エネルギーと運動量 

授業計画（9回） 雪と雲 

授業計画（10 
回） 

⾝のまわりの放射線 

授業計画（11 
回） 

原爆と原発 

授業計画（12 
回） 

科学的に考えるためのレッスン1: ⾎液型と性格 

授業計画（13 
回） 

科学的に考えるためのレッスン2:  マイナスイオンと健康 

授業計画（14 
回） 

科学的に考えるためのレッスン3:  「⽔からの伝⾔」とEM菌 

授業計画（15 
回） 

科学、技術と社会 

授業外での学修 

（予習・復習） 

ほぼ毎回、簡単な課題を出しますので、よく考えてミニレポートを作成してください。授業を踏まえて、
⽇々⽬にすることや体験することについて、物理学的な⾒地から考えてみるクセをつけるようにしてくださ
い。 

授業外学修時間 

授業時間の倍が⾃習時間(1回につき180分)の⽬安です。この授業については、特に復習に⼒を⼊れてくださ
い。また、授業で取り上げた内容が、⾝のまわりの現象とどう関係するかを考えることも重要な⾃習ですの
で、普段から物理学的な⾒⽅を意識してください。その他詳細については、必要に応 
じ、授業内で説明を⾏います。 

フィードバック ミニレポートや、出された質問・コメント等については、可能な限り、授業内でフィードバックを与
えます。積極的に質問を書いてください。
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授業で使⽤す
るテキスト 資料を配付する。 

参考書 ウォルター ルーウィン・著、東江 ⼀紀・訳、『これが物理学だ!  マサチューセッツ⼯科⼤学「感動」講
義』 、⽂藝春秋、1800円(税別)、ISBN︓ 978-4163757704

受講⽣へのメ
ッセージ 

私たちは「世界」を認識しようとし、「世界」に働きかけようとする。我々は、「世界」のうち、⼈間と独
⽴に存在する物質の運動について理解しようとする試みを「物理学」と呼んでいるにすぎな い。本講義の
後半では、科学と社会の関係についても考えるが、物理学と他分野(特に⾃分の専攻分 
野)との関係についても考えてほしい。 
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科⽬名 ボランティア論N 学年 2 

サブタイトル 現代社会におけるボランティアの諸相 単位 2 

教員名 ⼆宮 雅也 研究室 

授業概要 

現代社会におけるボランティアは、災害ボランティアや福祉ボランティアといった社会的課題の克服をサポー
トする活動から、スポーツや⾳楽などの各種イベントを⽀えるボランティア、地域再⽣といった「まちづく
り」を⽀えるボランティアまで多岐に及んでいる。この授業では、さまざまな場⾯でのボランティア活動事例
を教材としながら、現代社会における活動の意味を考える。その動機や活動の本質はどこに⾒いだせるのだろ
うか。授業では、理論的側⾯からのアプローチだけではなく、実際に活動を体験・実習しながら、ボランティ
ア活動の本質に迫ることを⽬的としている。そうした経験を踏まえて、活動する主体（送り⼿）と客体（受
けて）のそれぞれの⽴場を考えながらボランティアを考察する。

到達⽬標 現代社会とボランティアの関係性に対し、社会を取り巻く構造的な理解を含め多⾓的な観点から考察ができる
ようになること。 

授業計画（1回） 第1回 ボランティアとは何か︖ 

授業計画（2回） 第2回 ボランティアの本質的理解 

授業計画（3回） 第3回 現代社会とボランティア（多様化するボランティア活動） 

授業計画（4回） 第4回 ネオリベラリズム（新⾃由主義）とアウトソーシング化（NPO,NGOそしてボランティア）

授業計画（5回） 第5回 障害の理解とボランティアの実際 

授業計画（6回） 第6回 ボランティア事例—学⽣災害ボランティア— 

授業計画（7回） 第7回 ボランティア事例—災害ボランティアとコミュニティFM— 

授業計画（8回） 第8回 ボランティア事例—災害ボランティアとNPO— 

授業計画（9回） 第9回 ボランティア事例—まちづくりとボランティア— 

授業計画（10 
回） 

第10回 ボランティア事例—スポーツボランティア— 

授業計画（11 
回） 

第11回 ボランティア事例—コミュニティカフェ— 

授業計画（12 
回） 

第12回 障害者スポーツを⽀えるボランティア 

授業計画（13 
回） 

第13回 ボランティア活動体験報告 

授業計画（14 
回） 

第14回 ボランティア体験報告 

授業計画（15 
回） 

第15回 ボランティアの未来 

授業外での学修 

（予習・復習） 
予習、復習としては、講義毎に紹介する講義に関連する資料や⽂献を学習（復習）しておくこと。 

授業外学修時間 各回の授業に対し、次回授業の内容に関して2時間程度の予習、また各回で扱った授業内容に関して2 
時間程度の復習を⾏うこと。その他詳細については、必要に応じ、授業内で説明を⾏う。 

フィードバック 授業に関する全ての質問に対し、直接、あるいはメール等で回答する。 

授業で使⽤する
テキスト 授業中に指⽰する 
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参考書 

⾝体と教養ー⾝体と向き合うアクティブ・ラーニングの探求 ⼭本 敦久 編 ナカニシヤ出版 
ボランティア化する社会と⾝体︓⼤学⽣を取り巻くボランティアの状況（⼆宮雅也） 
ISBN 9784779510601 

スポーツボランティア読本  「⽀えるスポーツ」の魅⼒とは︖ ⼆宮雅也 悠光堂 
ISBN︓978-4-906873-84-5 

受講⽣へのメッ
セージ 

ボランティア活動の本質を理解するために活動を実際に経験してもらいます。既にサークル等で活動をされて
いる⽅はそれを代替することもできます。活動する場や機会が無い⼈には、それを紹介します。聴講⽣・科⽬
等履修⽣受講可否︓可 

実務経験のある
教員に関する情 
報 

⽇本財団ボランティアサポートセンター参与としての実務内容を講義に含む。 
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科⽬名 ⽂学 学年 1 

サブタイトル 近現代⽇本⽂学における「私」のゆくえ 単位 2 

教員名 ⼤島 丈志 研究室 

授業概要 

⽂学の授業では、近現代⽇本の代表的な⽂学作品について⽂学史・作品の読みの両⽅からアプローチしてい
く。 
近現代⽇本⽂学においては、写実主義・⾃然主義・プロレタリア⽂学など、様々な主義主張が存在し 
た。 
まず、この様々な主義主張を理解し、⼀つの作品を読むだけでは知り得ることの出来ない近代⽇本⽂学史と、
その中で「私」、というものがどのように描かれたのか、その描かれ⽅を学んでいく。 

次に、グループ討論・ディベートなども⾏いながら、作品に描かれる「私」について考えてもらう。作品の読
みに関しては多様性を重視し、⾼校までの教科書教材としての読みとの⽐較なども⾏いた い。 

最後に、現代の⽂学における「私」の描かれ⽅を考えたい。 

到達⽬標 

到達⽬標は以下の五つ 
①明治から昭和までの基本的な⽂学史の流れを理解することが出来る。
②他⼈の意⾒も⼊れながら、⽂学作品を読むことが出来る。
③⽂学作品の特徴的な表現・語彙を理解することが出来る。
④⽂学作品に描かれる個⼈の問題を考えることが出来る。
⑤現代⽂学に関する基礎的な知識を習得出来る。

授業計画（1回） 授業のガイダンス−授業内容・評価についての説明。授業についてのアンケート。 
講義 「⽂学」の役割について 

授業計画（2回） ⽇本近代⽂学の胎動。江⼾から明治へ。⾃信が無くて「告⽩」できない「私」   ⼆葉亭四迷「浮雲」 

授業計画（3回） 明治期の⽂学に関して。⾃然主義の「闇」と「私」︓島崎藤村「破戒」   ⽥⼭花袋「少⼥病」 

授業計画（4回） 夏⽬漱⽯の「私」︓「夢⼗夜」 

授業計画（5回） 森鷗外の「私」 国家と個⼈︓「舞姫」 

授業計画（6回） ⽩樺派の「私」  武者⼩路実篤「お⽬出度き⼈」 

授業計画（7回） ⽩樺派の「私」 志賀直哉「⼩僧の神様」 

授業計画（8回） 美に耽溺する「私」  耽美派︓⾕崎潤⼀郎「刺⻘」 

授業計画（9回） 理知的な「私」   ︓芥川⿓之介「⻭⾞」「蜜柑」 

授業計画（10 
回） 

相対的な「私」︓横光利⼀「蠅」  川端康成「⾻拾い」 

授業計画（11 
回） 

昭和期の⽂学−プロレタリア⽂学・モダニズム⽂学を中⼼に。 

授業計画（12 
回） 

葉⼭善樹「セメント樽の中の⼿紙」について。社会の中の「私」 

授業計画（13 
回） 

敗戦と「私」 ︓林芙美⼦「晩菊」 

授業計画（14 
回） 

戦後の「私」 三島由紀夫︓「サーカス」 ⼤義の中の「私」 

授業計画（15 
回） 

ライトノベル等における「近代⽂学」の受容と、「私」の描かれ⽅。
「⽂学少⼥」をめぐる物語を使⽤しながら考察する。

授業外での学修 

（予習・復習） 
事前の作品の読み。授業の振り返り。 
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授業外学修時間 
各回の授業に対し、授業計画に従ってテキスト部分の予習に2時間程度、取り上げられた作品全体を読むこ
と等に2時間程度の復習を⾏うこと。その他詳細については、必要に応じ、授業内で説明を⾏ 
う。 

フィードバック 各回の授業で出された質問・感想・意⾒について、次回の授業内で⽂章にてフォローアップする。 

授業で使⽤する
テキスト 授業中に資料を配布する。 

参考書 授業中に指⽰する。 

受講⽣へのメッ
セージ 

初めは⾼校の国語の授業との違いに⼾惑うかもしれないが、興味を持って授業に取り組んで欲しい。 
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科⽬名 演劇論１ 学年 2 

サブタイトル 道成寺の芸能 単位 2 

教員名 ⻘⽊ 祐⼦ 研究室 

授業概要 
能とお伽草⼦の関係を紐解くことは、能の成⽴と受容を考える上で重要な課題である。能とお伽草⼦の関係
に注⽬し、能が演劇としてどのような効果を発揮しているかについて考察を深めながら、能および演劇全般
に対する分析的理解に必要な視野と能⼒を⾝につけることを⽬標とする。 

到達⽬標 能をはじめとした古典芸能に対して、鑑賞に必要な基礎知識を⾝に付け、分析的理解ができるようになる。 

授業計画（1回） ガイダンス および 道成寺について 

授業計画（2回） 能とお伽草⼦ 

授業計画（3回） 道成寺説話について 

授業計画（4回） 『道成寺縁起絵巻』と絵解き 

授業計画（5回） 能『鐘巻』について 

授業計画（6回） 能『道成寺』について（1） 

授業計画（7回） 能『道成寺』について（2） 

授業計画（8回） ⼤念仏狂⾔『道成寺』 

授業計画（9回） ⼭伏神楽『鐘巻』 

授業計画（10 
回） 

歌舞伎舞踊『京⿅⼦娘道成寺』（1） 

授業計画（11 
回） 

歌舞伎舞踊『京⿅⼦娘道成寺』（2） 

授業計画（12 
回） 

⼈形浄瑠璃『⽇⾼川⼊相花王』について 

授業計画（13 
回） 

その他の道成寺物 組踊・浪曲など 

授業計画（14 
回） 

その他の⻤⼥の芸能 能『⿊塚』 

授業計画（15 
回） 

授業のまとめ・テスト 

授業外での学修 

（予習・復習） 

事前に配布される資料を読んだうえで、講義に臨むようにすること。疑問や関⼼を持ったことは図書館やイ
ンターネット等を利⽤して調べ学習をする。

授業終了後は取り上げた作品を読んで理解を深め、要点を整理し、鑑賞コメントを記⼊すること。

授業外学修時間 授業前は事前配布資料に2時間程度の予習、授業後は取り上げた⽂学作品・映像について2時間程度の 
復習を⾏うこと。 

フィードバック 授業時に提出された鑑賞コメントの内容や質問について、授業時や次回授業時に返答する。 

授業で使⽤する
テキスト 授業時に資料を配布する。 

参考書 授業時に適宜紹介する。 

受講⽣へのメッ
セージ 授業内で取り上げる作品や順序は、変更することがある。 
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2023年度 春学期 

文教大学シニアアカデミー受講申込書 

【申込期間 2023年 2月 1日(水)～3月 11日(土)必着】 

※春学期開講期間
越谷キャンパス 2023 年 4月 8日（土）～7月 28日（金）

ふりがな 性 別 年 齢 

氏  名 

(2023年 4月 1日現在) 

歳 

生年月日 西暦 年 月 日生 

住  所 
〒 ― 

電話番号 
 携帯電話 
(お持ちの方)

E-mail ＠ 

開講期 
希望科目に

〇印 
科目名 担当教員 曜日 時限 

春
学
期
（４
月
～
７
月
） 

Gender Studies 山 下 英 愛 火 3 

生  き  が  い  論 神 田 信 彦 火 4 

Special Topics in Area Studies 

（授業は英語で行います） 
ラメイ・アレック 木 ３ 

国 際 理 解 教 育 手  嶋  將  博 金 ２ 

ヨーロッパ文化研究Ⅰ 山 川 智 子 金 ３ 

物 理 学 長 島 雅 裕 金 ３ 

春学期受講希望科目 合計 科目 

送付先：文教大学 地域連携センター 

〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

F A X 048-974-8878 

E-mail kshougai@stf.bunkyo.ac.jp

― ― ― ― 
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2023年度 秋学期 

文教大学シニアアカデミー受講申込について（ご案内）

秋学期受講をご希望の場合は、６月下旬完成予定の秋学期募集要項を 

ご請求いただくか、同時に公開予定の地域連携センターHP をご確認 

の上お申し込みください。 

【申込期間 2023 年 7 月 1 日(土)～8 月 19 日(土)必着】 

※秋学期開講期間

越谷キャンパス 2023 年 9 月 9 日（土）～2024 年 1 月 20 日（土）



文教大学 地域連携センター 
〒343-8511 埼玉県越谷市南荻島 3337 

東武スカイツリーライン・東京メトロ日比谷線直通 

北越谷駅西口下車 徒歩約 10分 

※ 車・バイクでの通学はできません。

自転車の駐輪は所定の手続きが必要です。

 0120-160-449（固定電話のみ対応） 

TEL： 048-974-8811(代表) 

地域連携センターとご指名ください。 
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