
全学共通科目における科目群および各カテゴリの概要 

 

【学びの精神】 

本科目群は、学生が立教大学での学びに円滑に溶け込めるよう、１年次春学期に履修することを前提としている。講義を受

けた上で、学生がその要点を理解して自らの考えを練り、リアクションペーパーや小レポートでそれを表現するという、高校まで

の勉強とは異なる大学での講義科目受講の包括的スキルを、１年次春学期のうちに体得する。また、大学における学習到達度

チェックのしくみを理解し、自ら主体的に学ぶ姿勢を涵養するため、成績評価には筆記試験が課されることが原則である。 

【多彩な学び】 

１．人間の探究 

思想・文化・言葉という側面から私たち人間の知に迫っていく。過去に書かれたさまざまな文献を読む、あるいは現代社会に

広がるさまざまな事象を集め、そこから考えることで、現代人に求められる「教養」とは何かを問う。 

２．社会への視点 

社会という側面から人間の営みに迫っていく。個人と社会、他者との関わり方を、政治・法学・経済学・経営学・社会学などが

築いてきた方法を手がかりにして分析することを目的とする。社会をひとつの視点から見るだけでなく、さまざまな角度から見つ

め直していく視点を身につける。 

３．芸術・文化への招待 

人類が生み出してきた文学・美術・音楽・演劇・映像・建築などの作品を対象として、作品の作り手と受け手との緊張をはらん

だ関係、あるいは作品を取り巻く社会的諸関係の実相に迫る。 

４．心身への着目 

相互に影響しあっている「心」と「身体」の問題を幅広くとらえ、心理学、メディア、健康科学、スポーツ科学の分野から理解を

深め、積極的に心身の問題を掘り下げて理解することを目的としている。 

５．自然の理解 

人類が作り出してきたさまざまな物質や技術は毎日の生活に大きな影響を与えており、人類が今までの歴史の中で得てきた

科学的な知識とその基盤、およびそれらが現代の私たちにどのように密接に結びついているのかを考える。 

６．知識の現場 

大学の内外で作業を行う知的活動を通して、問題解決能力を養うとともに、現場経験から知識が構築されるプロセスに立ち

会う。立教大学の社会的な使命や課題を強く意識した全学的な取り組みのために設けられている科目群で、学外とくに海外で

さまざまな実践活動に携わろうとする学生が、そうした活動を学業の一部に取り込むことが可能となる。 

【スポーツ実習】 

(1) 健康を維持・増進させるための科学的知識を理解し、スポーツの実践を通じて健康づくり、運動不足の解消、体力の向上

を目指す。 

(2) スポーツは言語や国境を越えて人類が今日まで築き上げた文化であり、国際人の基礎教養として、あるいは国際交流の

手段として、その役割は大きい。スポーツの文化的側面を理解し、同時にその実践を通じて現代人に必要とされるコミュ

ニケーション能力、バランスのとれた理性や的確な判断力を養成する。 
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立教ゼミナール発展編 



全学共通科目　総合系科目　科目定義一覧

【学びの精神】

池袋 新座

FH101

FH102

FH103

FH104

FH105

FH106

FH107

FH108

FH109

FH110 FH004 音楽の中のキリスト教 歴史の中におけるキリスト教と音楽との関わりを、音楽作品を通して理解する。

FH111

FH112

FH113

FH114

FH115

FH116

FH117

FH118

FH119

FH120

FH121

FH122

FH123

FH124

FH125

FH126

FH127

FH128

FH129

FH130

FH131

FH132

FH133

FH134

FH135

FH136

FH137 学びの場としての社会 現代社会を学問的見地から考察する。

FH014 社会学からの学び 多くのテーマを持つ社会学から学びを考える。

FH139 メディアからみる学び 変革期にあるメディアを通じて学びを考える。

FH141

FH142

FH143

FH144

FH145

FH146

FH147

FH148

科目定義は、その科目の概略を示しておりますので、シラバス執筆時の指針と理解ください。

科目コード
科目名 科目定義

FH001 世界史の中のキリスト教
日本を含む世界全体におけるキリスト教の展開の歴史的意味を、具体的な地域
的・時代的特徴を事例として取り上げながら理解する。

FH002 思想を生み出すキリスト教
キリスト教に対する肯定的・否定的な立場から展開してきた多様な思想的・哲学的
動向の特徴を学ぶ。

FH003 美術の中のキリスト教
キリスト教が美術の中でどのように表現されてきたのか、宗教と美術との関わりをさ
まざまな美術作品を通して理解する。

現代社会の中の宗教２
科学、科学技術、情報化等の現代社会の諸事象と宗教との関係について、具体的
事例を通して考察する。

人文学からの学び（史学）
人文学に関する基礎的な知識、論理的な思考方法を身に付け、自ら主体的に学ぶ
姿勢を涵養する。

芸術への扉
芸術とは何か、美とは何かについて人類が考えてきたことについて学び、今日の多
様化した価値観の本質をとらえる思考力を養う。

グローバル経済社会を考え
る

FH005

現代社会と観光
現代社会における観光の役割について、観光が地域社会、文化にどのような影響
を与えているのか具体的な事例から学ぶ。

文学を生み出すキリスト教
キリスト教によって触発された多様な文学的モチーフや具体的な文学作品を通し
て、キリスト教と文学との関係を問う。

FH006 国際社会の中の宗教
グローバル化する国際社会において宗教が果たす役割、宗教がもたらす問題等を
事例に、宗教の現代的意味を問う。

FH009 人文学からの学び （文学）
人文学に関する基礎的な知識、論理的な思考方法を身に付け、自ら主体的に学ぶ
姿勢を涵養する。

FH010

FH015 法と政治の世界
法学や政治学の導入部分を講義し、記述式の筆記試験を経験することで、立教で
の学びの精神の確立を図る。

FH011

FH012

FH007 現代社会の中の宗教１
現代社会に見られる、福祉、倫理、サブカルチャー、人権等のさまざまな現象や事
象と宗教との関係について具体的事例をとおして学ぶ。

FH008

FH013

人文学からの学び（思想・
教育）

人文学に関する基礎的な知識、論理的な思考方法を身に付け、自ら主体的に学ぶ
姿勢を涵養する。

「グローバル経済社会」をキーワードとして、経済の理論・歴史、経済政策、会計と
いった観点から論じる。

FH016 経営学への招待
企業経営のいくつかの分野のテーマについて、具体的にケースを取り上げたうえ
で、経営学の導入的な内容を学ぶ。

FH017
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FH149

FH150

FH151

FH152

FH153

FH154

FH155

FH156

FH157

FH158

FH159

FH160

FH161

FH162

FH163

FH164

FH165

FH166

FH167

FH168

FH169

FH170 FH025 人権とジェンダー
人権とジェンダーに関連する基本的な諸概念を伝え、現代社会の具体的な事例に
よってその理解を深める。

FH171

FH172

FH173

FH174

FH175

FH176

FH177 FH028
西欧キリスト教社会におけ

る大学の誕生
西欧キリスト教社会における大学の歴史的・思想的起源を遡り、広い視点から大学
で学ぶ意味について考える。

FH180

FH181

FH182

FH183

FH184

FH185

FH186 FH033
愛について：キリスト教の

倫理と哲学
人間にとって愛とは何であるのか、キリスト教の倫理と哲学とともに考察する。

FH190 Economy and Society
In this class, students learn about various problems faced by modern Japan and
the world economy using English educational materials.

FH034 Image Studies This class will examine the image culture in historical, social, and cultural terms.

FH191
英語によるビジネスコミュ

ニケーション入門

ビジネスの場面で必要となる交渉等のコミュニケーションの方法や英語でのビジネ
ス文書作成のための基礎を学ぶ。具体的なビジネスシーンを題材に、ビジネス文書
の作成や英語で展開される会議でのプレゼンテーションや質疑の体験を通じ、実際
に英語でのビジネスシーンに必要となる基礎を身につけることを目指す。なお、事
前の経営学等についての知識は要求しない。

脱植民地、冷戦、ポスト冷戦という近現代史の中のアジア社会を、平和と人権を軸
に、日本を視野に入れつつ考察する。

FH023
グローバル社会での平和構

築
世界的な平和と人権の確立に向けた現状と課題を、民族紛争、持続可能な発展、
地域の再生などの観点から考察する。

FH020 身体科学からの学び
身体のメカニズムについて、健康科学あるいはスポーツ分野の科学的知見から総
合的に探究していく。

現代心理学からの学び
現代心理学の基礎的な内容を学ぶことを通じて、こころ・映像・身体という観点か
ら、人を学問的に理解する契機を与える。

FH018 現代社会の諸相
現代社会の諸相を視野に入れながら、私たちを取り巻く現実社会を、多角的な観点
から理解する。

FH032
美と生命について：キリス

ト教の美学
世界と人間が存在する意味について、さまざまなキリスト教的な美と生命の思想と
ともに考察する。

FH031
キリスト教史に学ぶ多文化

共生

文化、思想、言語、宗教の多様性から生まれる諸問題について、キリスト教史に見
られるさまざまな多文化共生の事例をもとに考察し、問題の根源と解決の道を探究
する。

FH024
大学生の学び・社会で学ぶ

こと
大学内での学習と社会でのフィールドワークの基本を学び、社会参画の意識を醸
成を目的としたサービスラーニングの入門科目である。

FH026
ライフマネジメントと学生

生活
学生生活をより良くするための働きかけについて、医学、心理学、健康科学などの
分野から学ぶ。

FH027 立教大学の歴史
立教大学の歴史を批判的・学問的に知ることを狙いとし、本学の歩みや特色を歴
史的に考察する。

FH022 アジア地域での平和構築

FH019 自然科学の探究
現代社会を支え、自然の謎を解き明かす科学研究の魅力を解説しながら、数学･物
理･化学･生命科学の基礎的な考え方、論理的な思考方法を学ぶ。
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【多彩な学び１　人間の探究】

池袋 新座

FA101

FA102

FA103

FA104 FA002 聖書考古学
古代西アジアの考古資料に基づき、キリスト教の基盤となる聖書の歴史的・文化的
背景を探究する。

FA105 FA003 ジェンダーとキリスト教
「ジェンダー」のかかえる問題を、キリスト教との関係のなかで考え、社会への新た
な視座を開く。

FA106 FA004 イスラームの世界 イスラームの世界に広範な視点からアプローチする。

FA107 FA005 「宗教」とは何か
「宗教」を人類の文化現象として、多様な学術的観点から考察し、宗教の本質に迫
る。

FA108

FA109

FA110

FA111

FA112 FA008 論理的思考法
ものごとを正しく考えるとは、筋道を通して考えることである。そのために必要とされ
る条件を探究する。

FA113 FA009 教育と人間
現代社会における人間存在を、教育と発達の観点から掘り下げて考察することで、
改めて人間として生きる意味を探究する。

FA114

FA115

FA116

FA117

FA118

FA119

FA120

FA144 FA029 教育学への扉 文学科が扱う領域のうち教育に関する基本的な知識と研究方法を学ぶ。

FA122

FA123

FA126

FA127

FA128

FA129

FA130 FA015 手話と人権を考える
手話という少数言語を話すろう者への異文化理解の姿勢を培い、言語のバリアフ
リーへの理解を深める。

FA131 FA016 点字から考える人権
ヴィジュアルな情報があふれる今日にあって、視覚にしょうがいを持つ人々を阻害
しない社会のあり方を考える。

FA132 FA017 アジアの文化とことば
アジアの思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視野を広
げて考察する。

FA133 FA018 ヨーロッパの文化とことば
西欧の思想、宗教、歴史、社会等を、古典語や、日本ではあまり教えられない近代
諸言語の視点から掘り下げ、さらに視野を広げて考察する。

FA134 FA019
ラテンアメリカの文化とこ

とば
ラテンアメリカの思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視
野を広げて考察する。

FA135 FA020
ロシア・東欧の文化とこと

ば
ロシア･東欧の思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視野
を広げて考察する。

FA136 FA021 中東の文化とことば
中東の思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視野を広げ
て考察する。

FA137 FA022 アフリカの文化とことば
アフリカの思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視野を広
げて考察する。

FA138 FA023 イタリアの文化とことば
イタリアの思想、宗教、歴史、社会等を、言語の視点から掘り下げ、さらに視野を広
げて考察する。

FA139 FA024 ドイツ語圏の文化
ドイツ語圏の文化に関する分析と考察を通じて、ドイツ語の背後にある言語文化を
多角的に理解する。

FA140 FA025 フランス語圏の文化
フランス語圏の文化に関する分析と考察を通じて、フランス語の背後にある言語文
化を多角的に理解する。

科目コード
科目名 科目定義

哲学への扉 文学科が扱う領域のうち哲学・思想に関する基本的な知識と研究方法を学ぶ。

歴史への扉
史学科が扱う領域のうち世界史・日本史に関する基本的な知識と研究方法を学
ぶ。

FA001 聖書と人間
旧約聖書や新約聖書の内容を理解し、人間の生き方や思想への影響や関わりを
考える。

FA006 現代社会と人間
現代社会における人間の生き方を人文社会学の方法論を縦横無尽に駆使して、総
合的に考察する。

FA011 地域研究への扉
史学科が扱う領域のうち地域の文化と歴史に関する基本的な知識と研究方法を学
ぶ。

FA012 多文化の世界 世界のさまざまな文化を取り上げ、地域における展開の諸相を考察する。

FA013 文化を生きる
人は地域や民族の文化を身に付けるだけでなく、意識したり越境したりする。人や
文化の動態的関係を考える。

FA014 人権思想の根源
人権とは何か、なぜ人権は大切か、どのように人権思想は定着したかなど、人権の
最も基本的な事項を確認する。
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FA141 FA026 スペイン語圏の文化
スペイン語圏の文化に関する分析と考察を通じて、スペイン語の背後にある言語文
化を多角的に理解する。

FA142 FA027 中国語圏の文化
中国語圏の文化に関する分析と考察を通じて、中国語の背後にある言語文化を多
角的に考察する。

FA143 FA028 朝鮮語圏の文化
朝鮮語圏の文化に関する分析と考察を通じて、朝鮮語圏の背後にある言語文化を
多角的に理解する。

FA171

FA172

FA173

FA401 仏教の世界 仏教の世界に多角的視点からアプローチする。

FA502 FA402 日本の宗教 日本の諸宗教を広範な視点から理解し、そのあり方をさまざまな角度から学ぶ。

FA503

FA504

FA505 FA404 Japanese Ethnology
This course examines history, culture, and ethnology of Japan. This class is
conducted in English.

FA507 Religions in Asia
This course explores the historical, regional, and cultural developments of religions
in Asia.

FA509 FA405 Peace and Human Rights１
Students will understand the basic concepts of positive and negative peace and
explore human rights issues such as children's rights and minorities in depth.

FA510 FA406 Peace and Human Rights２
Students will understand the basic concepts of positive and negative peace and
explore human rights issues such as children's rights and minorities in depth.

FA511
International Humanities

1

Conducted in a language other than Japanese, this course will focus on different
national and regional contexts in order to investigate a variety of historical,
literary, cultural, religious, and educational topics related to international
humanities.
外国語によるこの授業では、様々な国家や地域の状況に焦点をあて、歴史、文学、
文化、宗教、教育など、国際人文学をめぐる諸問題を精査する。

FA512
International Humanities

2

Conducted in a language other than Japanese, this course will focus on different
national and regional contexts in order to investigate a variety of historical,
literary, cultural, religious, and educational topics related to international
humanities.
外国語によるこの授業では、様々な国家や地域の状況に焦点をあて、歴史、文学、
文化、宗教、教育など、国際人文学をめぐる諸問題を精査する。

FA513
Introduction to Gender

Studies

This course focuses on gender from a multicultural perspective, and explores
gender's intersection with other identities such as race, social class, and sexual
orientation.

FA403 日本文化と精神性
日本文化に見られる人間理解の多様な例を参照しながら、その特質とグローバル
化の進む私たちの状況での意味を考える。

立教ゼミナール１
自ら興味・関心を見つけ、それを探究し、専門領域にとらわれない広い視野をもっ
て議論する能力を養う。
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【多彩な学び２　社会への視点】

池袋 新座

FB102

FB103

FB104

FB105
統計情報で社会・経済を診

断する
統計情報（GDP、日銀短観、物価指数、景気動向指数、株価など）を活用し、金融
不況下の経済を読み解く。

FB106 FB002 景気・格差問題と統計情報
どのような統計情報に基づいて景気の見通しや格差問題の問題が論じられるかを
学ぶことで、意図的な統計操作に騙されない知性を養う。

FB108

FB109

FB111 FB004 政治と社会
政治とは何か、人間社会においていかなる役割を果たしているのかをさまざまな角
度から学ぶ。

FB112

FB113

FB117

FB118

FB119 FB008 現代社会と環境
環境が社会との関係のなかで変化し、問題が生じ、その解決が試みられる様態の
現在に接近する。

FB120 FB009 情報と倫理
セキュリティ、プライバシー、知的所有権、犯罪など情報化時代における社会的、倫
理的諸問題を考察する。

FB121 FB010 メディアと人間
私たちの社会・世界認識に欠かすことのできないメディア。そのメディアと社会をめ
ぐる諸相を講じる。

FB122 FB011 文化と社会
私たちは多種多様な文化に囲まれて生きている。講師多文化の諸相を、社会との
かかわりの中で考察していく。

FB123 FB012 現代社会の解読
現代社会に生じるさまざまな問題や現象を主に社会学の視点から解読し、社会と
人間に関する理解を深める。

FB013
いのちの尊厳と福祉を考え

る
「いのちの尊厳のために」という基本理念をベースに、社会福祉の課題と解決に向
けての道筋を学ぶ。

FB126

FB127

FB128 FB015 観光学への誘い
観光を取り巻くビジネス、地域社会、文化についての基礎的知識を学び、観光の分
析を通して社会を理解する。

FB131 FB016 シティズンシップを考える シティズンシップ教育の理念に基づく講義、アクティブラーニング型の科目である。

FB132 FB017
市民運動の組織とマネジメ

ント
市民が協働する技法、市民運動の組織とマネジメントの修得を目指す科目である。

FB133 FB018 大学と現代社会
自分に対する大学の意味を考える。学問の社会的役割や自分との関係を知り、大
学への積極的参加姿勢を養う。

FB152 FB019
パレスチナ問題の歴史と現

在
世界的課題としてのパレスチナ問題の起源、紛争の生んだ被害と対立、未来への
課題について日本と関わらせて考察する。

FB134 世界の中のロシア
隣国でありながら偏見が先行しがちなロシアについて、周辺地域との関係や地域
的多様性を視野に入れ客観的に考察する。

FB135 FB020 ドイツ語圏の社会
ドイツ語圏の社会と歴史に関する考察を通じて、ドイツ語の背景となっている社会を
多角的・具体的に理解する。

FB136 FB021 フランス語圏の社会
フランス語圏の社会と歴史に関する考察を通じて、フランス語の背景となっている
社会を多角的・具体的に理解する。

FB137 FB022 スペイン語圏の社会
スペイン語圏の社会と歴史に関する考察を通じて、スペイン語の背景となっている
社会を多角的・具体的に理解する。

FB138 FB023 中国語圏の社会
中国語圏の社会と歴史に関する考察を通じて、中国語の背景となっている社会を
多角的・具体的に理解する。

FB139 FB024 朝鮮語圏の社会
朝鮮語圏の社会と歴史に関する考察を通じて、朝鮮語の背景となっている社会を
多角的・具体的に理解する。

FB026
デモクラシーとリベラル

アーツ
社会認識、歴史認識等、政治的シティズンシップの基礎となる諸問題をリベラル
アーツの視点から再構築する。

FB151 FB025
異文化コミュニケーション

を考える
異なる文化、社会、言語、立場を理解し仲介するためのコミュニケーションのあり方
と意義について考える。

FB001 入門・経済教室
さまざまな経済現象に関する基礎的アプローチについて、経済の理論・歴史、経済
政策、会計分野から学ぶ。

FB003 法と社会
法とは何か、私たちの生活にどのように係わっているのか。具体的な素材を用いな
がら、わかりやすく伝える。

FB014
コミュニティをデザインす

る
コミュニティとそこで生活する多様な人々の存在を機軸として、新たな時代のコミュ
ニティを探究する。

FB007 企業と社会
企業をそれぞれの国や文化の中で機能する社会的な制度として見る。組織の国際

比較や企業文化を学ぶ。

FB005
グローバル社会における法

と政治
グローバル社会におけるさまざまな現象について、法学や政治学の視点を伝える。

FB006 現代のビジネスを学ぶ
現代の新たなビジネスについて、経営学の各専門分野のテーマに基づいて、その
基礎的内容を学ぶ。

FB115

科目コード
科目名 科目定義
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FB171

FB172

FB173

FB174

FB197
SDGsと現代社会の課題とそ

の関わり方入門
SDGsの概要と幾つかのゴールが示す課題とその現状，解決方法について理解を
深め，SDGsをとおした現代社会の課題を自分ごととして認識する科目である。

FB501

FB502

FB503

FB504

FB505

FB506

FB507

FB508

FB509

FB510 FB405
日本の「多文化」政策を問

い直す
「多文化共生」という建前の一方で、排外的風潮の続く日本の現状を，政府・自治
体の政策検討や市民社会の対抗の中で考察する。

FB406 Saitama Studies
Students will consider cultural, social and historical issues of the Musashi/Saitama
area,examining its development as a Edo/Tokyo suburb.

FB511 Modern Japanese History１
Students will consider Japanese history from the late Tokugawa period concen-
trating on both domestic and diplomatic issues.

FB512 Modern Japanese History２
Students will consider Japanese history from the late Tokugawa period through
examining its global interrelations.

FB513 Politics & Economy１
This class will consider various issues related to Japan's position and role in the
global political and economic environment.

FB514 Politics & Economy２
This class will consider contemporary Japanese economic and political issues from
a domestic and foreign perspective.

FB515 Japan in Asia１
This multidisplinary class will consider various issues regarding Japan's histrorical
and contemporary place in Asia.

FB516 Japan in Asia２
The purpose of this class is to consider various issues regarding Japan's place in
Asia from a multidiciplinary perspective.

FB517 FB407 Japanese Society１
Students will consider Japanese social issues by examining Japanese fictional and
academic writing.

FB518 Japanese Society２
Students will consider Japanese society by reading and discussing the works of
Japan’s major social interpreters.

FB519 FB408 Tokyo Studies
This class will examine the transformation of Edo/Tokyo into Japan's historical,
cultural, and social center from the Tokugawa Period through the postwar era.

FB524 Humans and OtherAnimals
Learning from several disciplines in the social sciences, the humanities, and the
natural sciences, this course aims to examine the complex relationships between
humans and other animals.

FB525

Food Cultures and the
Acceptance of

Japanese Food in the
World

Students will explore various culinary cultures in the World and think about how
Japanese food has been introduced and accepted in different places.

FB528
Selected Topics in

Intercultural
Communication

異なる文化、社会、言語、立場を理解し仲介するためのコミュニケーションのあり方
と意義について考える。

FB529 Business Communication

ビジネスの場面で必要となる交渉等のコミュニケーションについて学ぶ。英語で展
開されるビジネスシーンを題材に、グループプロジェクトを中心として展開する。具
体的には、プロジェクト課題に対する提案に向けた討議、プレゼンテーションの向け
た準備、実際のプレゼンテーションなどを英語で行う。事前の経営学等についての
知識は要求しない。

FB530

FB531

FB532
Learning and Teaching

Today１
This course explores how people learn in the modern times: the current teaching
and learning methodologies, theories and practice in the digital age.

FB533
Learning and Teaching

Today２
This course explores how people learn in the modern times: the current teaching
and learning methodologies, theories and practice in the digital age.

FB401 世界経済と日本
大きく変わりつつあるう世界の経済の仕組みの構造とダイナミズムを学び、グロー
バルな経済センスを育む。

FB403

FB402

日本国憲法
国家の基本法である憲法を学習し，憲法の定める基本的人権や民主主義をめぐる
問題状況を理解する。

FB071

FB072

立教ゼミナール２
自ら興味・関心を見つけ、それを探究し、専門領域にとらわれない広い視野をもっ
て議論する能力を養う。

FB404 近代日本社会と人権
明治維新から今日に至る人権問題とそれを内包してきた近代日本社会およびその
構成員である我々のあり方を問い直す。

Introduction to Tourism
Studies

Students will become able to understand society through tourism analysis by
learning basic knowledge on tourism related business, local communities, and
culture.
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FB534
Global and Japanese
Political Economy１

This class will consider various issues related to Japan and the world economy.

FB535
Global and Japanese
Political Economy２

This class will consider various issues related to Japan and the world economy.

FB536 FB409 Knowledge and Society１
Students explore how “knowledge” is created, disseminated, and replicated in
society in order to gain a deeper insight into what constitutes knowledge, and how
it impacts our perspectives and values.

FB537 FB410 Knowledge and Society２
Students explore how “knowledge” is created, disseminated, and replicated in
society in order to gain a deeper insight into what constitutes knowledge, and how
it impacts our perspectives and values.

FB538 Introduction to Sociology
Students will learn sociological methods and concepts to analyze and explain
significant matters in contemporary society.

FB539
Japanese Society and

Culture１
Students will study theoretical approaches in sociology in order to understand
socio-cultural characteristics of Japanese society.

FB411
Japanese Society and

Culture２
Students will study sociological concepts and perspectives in order to understand
socio-cultural characteristics of contemporary Japan.

FB540
The Dignity of Life and

Welfare
「いのちの尊厳のために」という基本理念をベースに、社会福祉の課題と解決に向
けての道筋を学ぶ。

FB542
Introduction to

International Cooperation

Students learn the basic concepts, framework, institutions and international
practice to meet global agenda such as security, human wellbeing and sustainable
development.
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【多彩な学び３　芸術・文化への招待】

池袋 新座

FC101

FC102

FC104

FC105

FC106

FC107

FC108

FC109

FC110

FC111

FC112

FC113

FC114

FC115

FC116

FC117

FC118

FC119

FC120

FC121

FC122

FC123 FC009 キリスト教美術
キリスト教美術の本質とその展開を、時代や地域になど、広く作品を求めながら学
ぶ。

FC124 FC010 キリスト教音楽
キリスト教音楽の本質とその展開を、時代や地域になど、広く作品を求めながら学
ぶ。

FC125 FC011 都市と芸術
芸術の多彩な様相を、都市論の観点から、広く時代や地域に実例を求めながら学
ぶ。

FC126 FC012 建築と文化 建築をその背景にある生活文化、社会、環境、様式、技術とともに考察する。

FC127 FC013 舞踊論
社会における多種多様な舞踊（ダンス）を、社会科学的および自然科学的視点から
総合的に考察する。

FC128 FC014 映像と社会 映像が人間社会にどのような影響を与えているのか理解する。

FC129 FC015 身体表現と哲学 人の身体表現を通して、哲学的思考領域の理解を深める。

FC130 FC016 ドイツ語圏の文学
ドイツ語圏の文学に関する分析と考察を通じて、ドイツ語圏に生きる人々の営みと
その表現を多角的に理解する。

FC131 FC017 フランス語圏の文学
フランス語圏の文学に関する分析と考察を通じて、フランス語圏に生きる人々の営
みとその表現を多角的に理解する。

FC132 FC018 スペイン語圏の文学
スペイン語圏の文学に関する分析と考察を通じて、スペイン語圏に生きる人々の営
みとその表現を多角的に理解する。

FC133 FC019 中国語圏の文学
中国語圏の文学に関する分析と考察を通じて、中国語圏に生きる人々の営みとそ
の表現を多角的に理解する。

FC134 FC020 朝鮮語圏の文学
朝鮮語圏の文学に関する分析と考察を通じて、朝鮮語圏に生きる人々の営みとそ
の表現を多角的に理解する。

FC171

FC172

FC501 FC401 日本の美術
日本の美術の歴史について、縄文時代から現代までの幅広い時代と作品を対象と
して、その特性について多角的に学ぶ。

FC502 FC402 日本の音楽 日本の音楽について、幅広い時代と作品を対象として、その特性を多角的に学ぶ。

FC503 日本の演劇
言葉と身体の関わり合いがどのように形成されてきたかを具体的なジャンルに親し
みながら学ぶ。

FC504 FC405 Japanese Culture 1
Students will consider theoretical and practical issues in popular culture theory
while observing and interacting with Japanese culture.

FC505 Japanese Culture 2
Students will examine cultural and environmental issues of Japan by observing and
researching Japanese society and culture.

FC008 音楽論演習 音楽の思考術や調査法を実習し、少人数による発表･議論を軸に理解を深める。

立教ゼミナール３
自ら興味・関心を見つけ、それを探究し、専門領域にとらわれない広い視野をもっ
て議論する能力を養う。

FC005 音楽の歴史
音楽の歴史的変遷を学び，また時代やテーマを絞った個別の問題を音楽史学的に
考察する。

FC006 音楽と社会
さまざまな時代や地域の音楽とそれを取り巻く社会の関わりを多角的・具体的に考
察する。

FC007 美術論演習
美術史上に広く作例を求めながら、作品と画家、画家と社会、時代との関係を芸術
論の観点から学ぶ。

美術史入門。古代ギリシア・ローマ美術から近･現代美術までの流れを、各時代ご
とに，概観する。

FC004 美術と社会
社会史の一資料としての美術作品を広く古今東西に求め，それぞれの時代，地域
の美術と社会の関係を学ぶ。

科目コード
科目名 科目定義

FC001 文学への扉 文学科が扱う領域のうち言語・文学に関する基本的な知識と研究方法を学ぶ。

FC002 表象文化
「映画」「演劇」「絵画」などの表象文化を多角的に検討し、それが同時代の社会に
与えた意味について考える。

FC003 美術の歴史
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FC506 FC403
FC515 FC408

FC507 FC404 Japanese Arts B Japanese music: historical to contemporary (lecture in English)

FC510 FC406
The Psychology of

Literature１
This course will introduce students to psychology in literature, focusing on
empathy, emotions, and how stories can influence readers.

FC511 FC407
The Psychology of

Literature２
This course will introduce students to psychology in literature, focusing on
empathy, emotions, and how stories can influence readers.

FC512
Exploring Children’s

Literature

Students examine children’s literature, in particular picturebooks, created by a
range of author/illustrators. Common themes in the books, such as friendship,
resilience and embracing diversity will be focused on in class discussions.

FC513
Techniques for reading

and enjoying a
picturebook in English.

Students will observe, then plan and practice doing interactive picturebook read-
alouds, aimed at developing not only children’s listening and speaking skills, but
also creativity and critical thinking.

FC514
International Humanities

3

Conducted in a language other than Japanese, this course will focus on different
national and regional contexts in order to investigate a variety of historical,
literary, cultural, religious, and educational topics related to international
humanities.
外国語によるこの授業では、様々な国家や地域の状況に焦点をあて、歴史、文学、
文化、宗教、教育など、国際人文学をめぐる諸問題を精査する。

Japanese Arts A
A course that examines a variety of topics on Japanese visual arts,from the
Jomon period to the 21st century.
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【多彩な学び４　心身への着目】

池袋 新座

FD101

FD102

FD103

FD104

FD105

FD106

FD107

FD108

FD109 FD005 心の健康
心の健康、心の障害、心の発達について、その心理的理解や接し方を知り、心の
理解を深める。

FD110 FD006 身体パフォーマンス
人が社会においてどのような行動をしているのか、事例を提示しながら、身体とは
何かを思考する。

FD111

FD112

FD113 FD008 癒しの科学
癒しに関する最新の科学的知見や取組について多角的に検討し、癒しの意味と方
法論を考究する。

FD114 FD009 スポーツの科学
スポーツを取り巻くあらゆる分野の科学的なサポートについて事例を紹介しながら
授業を展開する。

FD115

FD116

FD117 FD011 栄養の科学
栄養問題や栄養と運動に関する最新の科学的知見について学び、栄養と人間の
関わりについて理解を深める。

FD118 FD012 アンチエイジングの科学
アンチエイジングを人間が豊かに年を重ねることと捉えて、さまざまなデータから検
証する。

FD119 FD013 スポーツとメディア
現在、見られるスポーツ報道の実例を通して、メディアを通じたスポーツ享受の諸
課題について考察する。

FD120 FD014 スポーツと社会
現代のスポーツが有する社会的価値およびそれをめぐる諸問題を学び、身体運動
に関する理解を深める。

FD121 FD015 スポーツと文化
身体文化としてのスポーツの文化的意義と歴史的展開，現代的諸問題について検
討し，今後の展望を探る。

FD122 FD016
レジャー・レクリエーショ

ンと現代社会
レジャー･レクリエーションの現代的課題について多角的に検討し，生の充実に向
けた可能性を探る。

FD123 FD017 アウトドアの知恵に学ぶ
近年の地球環境や自然環境をめぐる変遷を、具体的事例に基づき分析し、人間を
取り囲む世界と人間との相互関係について理解を深める。

FD171 立教ゼミナール４
自ら興味・関心を見つけ、それを探究し、専門領域にとらわれない広い視野をもっ
て議論する能力を養う。

FD501 Japanese Mind Japanese mind and thinking seen from foreigners.

FD503 FD401
Individual Differences in

Psychology
Students will be encouraged to consider a range of individual differences in human
psychology drawing on theoretical perspectives and personal experiences.

FD505
Understanding Speech

Sounds１

This course is designed to help students understand the nature of speech sounds.
Students will learn how speech sounds are produced and how they can be
described.

FD506
Understanding Speech

Sounds２

This course is designed to help students understand the nature of speech sounds.
Students will learn how speech sounds are produced and how they can be
described.

FD007 ストレスマネジメント
日常的なストレスを理解し、それらに上手に対処するための健康心理学的研究を
通じて、その効果的な対処法を学び、心の健康を図る。

FD010 健康の科学
生活習慣病に関連する最新の科学的データを基に、健康の維持、増進のための具
体的ノウハウを教授する。

FD002 心の科学
心理学の多様な領域と社会現象、日常生活とのつながりを考え、心理学と日常と
の接点を学ぶ。あわせて、心理学の全体像を学ぶ。

FD003 パーソナリティの心理
心の個性や成り立ちについての心理学的理解やテスト法、個性と対人関係，社会
環境との関わり等について理解を深める。

FD004 対人関係の心理
対人関係、集団の中での行動など、人が人に及ぼすさまざまな影響の様相につい
て、心理学の実証的研究を通じて理解を深める。

FD001 認知・行動・身体
人の環境の認知、行動の変化、心と身体の関係、あるいは映像と心の関係につい
て、心理学や心身問題、映像に関する研究を通じて理解を深める。

科目コード
科目名 科目定義
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【多彩な学び５　自然の理解】

池袋 新座

FE101

FE102

FE103

FE104

FE105

FE139

FE106

FE107

FE108 FE004

FE110

FE111

FE112

FE113

FE114

FE115

FE118 FE008 行動の科学 行動のメカニズムと適応的意味を考える。

FE119

FE121

FE123

FE141

FE124

FE125

FE126

FE127

FE142 FE015 自然環境の保全
自然環境と野生生物の危機にどう対処すればいいのか。生態系の機能と価値を、
未来に残すべき遺産として科学する。

FE131

FE132

FE133 FE016 地球環境の未来 人類が生存するための環境システムとしての地球の未来を考える。

FE134 FE017 自然と人間の共生
生態系と人間活動の関係を多角的に考察し、環境活動の実践的方法論や環境と
人間の共生の在り方を学ぶ。

FE135 FE018 脳と心
人の心は心理学だけの対象ではない。臓器としての脳が作り出す心のメカニズム
に科学のメスを入れる。

FE136

FE137

FE138 FE020 大学と科学技術
科学技術が時代に応じてアカデミズムと共鳴ないし反発し合ってきた関係を、さまざ
まな視点から解きほぐす。

FE140 FE021 化学と社会
化学の発展は人間社会に正負両面で大きな影響を与えてきた。
化学の基礎を学びながら、化学と現代社会の関係について考える。

FE171 立教ゼミナール５
自ら興味・関心を見つけ、それを探究し、専門領域にとらわれない広い視野をもっ
て議論する能力を養う。

FE501 Science Studies
This course is designed  to develop the understanding of nature and science
technologies incorporating both domestic and foreign perspectives.

FE503
Understanding of

Agricultural Science
This class helps to understand how agricultural science is connected to our lives
and how it supports us.

FE504
Importance of Global

Plant Health
Plants also get suffering from disease like human beings. This class will suggest
why plant health is important globally.

FE505
Ecology: Environment and

Sustainability１
This course explores the major environmental and sustainability issues that the
Earth is facing.

FE506
Ecology: Environment and

Sustainability２
This course explores the major environmental and sustainability issues that the
Earth is facing.

生物の多様性 見て触れて体感する中で、生物の多様性とその保全の重要性を学ぶ。

FE006 身近な物質の化学
化学的な観点から、物質の性質の基本を学び、日常出会う物質の身近な性質の理
解を深める。

FE007 化学と自然
化学の基礎を学びながら、現代における化学物質と生物、自然やエネルギーとの
関係について考える。

FE003
生命の科学

遺伝子を中心とした生命理解、生命現象における環境の役割等を題材として、生
命科学の基礎を学ぶ。

FE005 物質の科学
物理学的な観点から、物質の性質と構造の理解、および物質科学の発展過程とそ
の背景などについて学ぶ。

FE002 宇宙の科学
宇宙の誕生とその存在の不思議および現代の宇宙像を、現代科学が解明した最
新の知見に沿って学び、その神秘に迫る。

FE019 オーダーメイド医療最前線
再生医療・ポストゲノム等、医療技術・生命科学の時事的話題を解説し、社会的背
景や問題点を考える。

FE009 生命の歩み
生命のつながりを歴史的に捉えることにより，現存生物がそのように存在する背景
を理解する。

FE012 情報科学Ａ
情報のデジタル化、コンピューティング、処理、情報システムの利用などの仕組み
や原理の理解について学ぶ。

FE013 情報科学Ｂ
情報の基本概念、通信における情報とその処理、情報システム、情報と社会との関
わりなどについて学ぶ。

FE011 地球の理解
地球を取り巻く環境，地球の構造，地球の歴史等を通じてダイナミックな地球の姿
を学ぶ。

FE001 数学の世界
現実の問題を出発点として発展していく数学の体系、社会や自然を理解する道具
としての数学などを学ぶ。

科目コード
科目名 科目定義
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