カレー
「カレー」
（中357円）
にオクラのお浸しと
半熟卵のトッピング（各82円）がおすす
めです。トッピングで食感が良くなり、
カレーのおいしさも引き立ちますよ！
尾下 陽菜 さん

東京医科歯科大学DATA
医学部
歯学部

URL https://www.tmd.ac.jp/
〒113-8510 東京都文京区湯島１-５-45
総合教育機構 入試課入試総務係
TEL 03-5803-5083

自然科学系統

イチオ

さまざまな疾患の治療と予防、健康の保持・増進

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

について学ぶ。さらに、研究を重ねて、その成果を

入学前の時点では外科の分野に興味
を持っていて、将来は外科医にと思っ
ていました。しかし、医科歯科大学で
医学の講義を受けている内に、内科や
研究分野の領域にも興味の範囲が広
がり、将来について今はまだ悩んでい
ます。

広 く 医 療・福 祉に応 用 するた め、基 礎から 臨 床に

大学での学びの中で
興味が広がっていく

わたる幅広い知識と技術を修得する。

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

尾 下 陽 菜 さん

学校祭情報
昨年はオンラインで開催された２回
目の「お茶の水祭」でしたが、実行
委員の学生が楽しい企画を用意し、
例年とはまた違った盛り上がりを見
せました。各企画の紹介動画、企画
のアーカイブを見ることができます。
https://www.youtube.com/
channel/UC5X_
rBsQc7hNZahbEMb6kJA
2022年の開催は10月を予定してお
ります。
詳細は大学HPをご覧ください。

東京医科歯科大学

救急医療の勉強会を中心に活動する
サークル「TESSO」に所属していま
す。心肺蘇生や道端で人が倒れている
場合の対処方法、救急搬送の際の確認
項目など、先輩方の丁寧な指導の下
で、救急医療の基礎を学ぶことができ
ています。

医学部 医学科 ２年
東京都 私立 女子学院高校卒

昨年も新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、オンラインでの開催と
なりましたが、入試相談や講義、大
学案内だけでなく、
“オンラインだか
らこそできるイベントを”と学生と
学長の対談など盛りだくさんの企画
をお届けしました。
2022年の開催は７月28日（木）
・29
日（金）を予定しています。
https://www.tmd.ac.jp/
admissions/faculty2/event/
opencampus/

救急医療について学ぶ
サークルで活動中！

光 丸 翔 くん

オープンキャンパス情報

医学部 医学科 ２年
東京都 国立 筑波大学附属駒場高校卒

( Information )

※上の写真は実習中のもの
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│医学部│医学科│

人体にある骨は約２００本！
構造を知るのが医学の基本
﹁人体解剖学﹂のオンライン講義
回目のテーマは﹁骨︵こつ︶の

構造﹂
。
ヒトの体は約２００本の骨
の組み合わせでできており、その
構造を知ることは医学の観点から
﹁とても重要﹂なのだという。
﹁診
察をする際に、体のどこに何があ
るかわかりにくいものです。そん
なときに触って判断できる﹃骨﹄
は医師にとって大切な指標になり
ます﹂と秋田先生は話す。
分程度の

学生たちは講義の前に、秋田先
~

本以上視聴し、予習を

生が解説する１本
ビデオを

義の醍醐味なのではないでしょう

です﹂

の構造と共通するところが多いの

性を知ることで、骨の形の基本構

﹁さまざまな動物とヒトとの共通

関するトピックを掘り下げていく。

写真とともにキリンの骨の構造に

秋田先生はそう切り出し、資料

か﹂と秋田先生はいう。

"教える"
講義はしない
学生の質問が
理解をさらに深める
グループルームから出た学生た

んで秋田先生が作成したもの。そ

説ビデオへの質問や感想を盛り込

あらかじめつのった学生からの解

﹁人体解剖学﹂の狙いを秋田先生は

興味深いトピックが展開される

に対する秋田先生の回答、そして

学生同士の議論と、学生の質問

造を理解しやすくなるのです﹂

の中で学生からの一つの感想が目

こう話す。﹁例えば
﹃この骨は○○

ちの画面に映し出される資料は、

を 引 い た。﹁ キ リ ン の 頸 椎︵ 首 の

骨と言います﹄というような"教

は学生自らが学び、覚えてもらっ

骨︶もヒトと同じ七つというのは
頸椎が七つなのは、ほ乳類の特

たうえで、ヒトや生き物の体の構

える"講義は一切しません。そこ
徴で、一部の例外を除いて数は同

造における面白いトピックを伝え

驚きました﹂

じ。長い首が特徴のキリンでさえ

ています。覚えるだけの勉強では

なく、物事の考え方を学び、応用

も人間と同じく七つの頸椎を持つ
のだという。

できる知識を身に付けていってほ

しいですね﹂

﹁キリンを知っていても、その骨
格について考えることはあまりな
いかもしれません。しかし、ヒト

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

東京医科歯科
大学

済ませているという。講義は、ま
の

ず多肢選択型の個人テストからス
タート、﹁骨﹂や人体に関する
個人テストが終わると、学生た

本日

記

設問に画面上で答えていく。
ちは４~５人ずつのグループルー
ムへと分かれていく。﹁３が正しい
んじゃないか﹂
﹁いや、
この骨の構
造を考えると５だろう﹂といった
議論が行われ、学生同士で答え合
わせをしていくのだ。

医学を学ぶからといって、ヒトのことだけを学べばよい
のではありません。ヒトも生物の一種ですから、動物一
般に共通な構造を理解することで、知識を細かく"覚え"
なくても、ヒトの体をより深く理解することができるようにな
るのです。何にでも広く興味を持ってください。

た

オンライン講義の中で目を引いたのは、講義
中にグループごとのルームに分かれてディス
カッションできるシステム。ルーム内では４
～５人の学生が活発に意見を出し合いながら
設問の答えを導く様子が見られ、オンライン
講義の進化を体感することができました。

Profile

見 つけ

者が

1987年札幌医科大学医学部卒業。
1991年東京医科歯科大学大学院博
士課程（医学）修了。専門は臨床解
剖学。2010年より東京医科歯科大
学大学院医歯学総合研究科 臨床解
剖学分野教授。
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﹁その後は、講義ビデオに対する

の

A Q

30

学生からの質問への回答を中心に

キリンの首の骨の数が、
ヒトと同じってホント？
講義

けいいち

10

進めていきます。ここからが本講

に
生
秋田 恵 一 先
た
し
ま
き
聞
あき た

20

人体解剖学
講義名 ＞＞＞

6

東京医科歯科大学 ─医学部─医学科─

23

人体の構造や名称、
その周囲の構造との位置関係を学ぶ。議論を通じて、暗記より解剖学の考え
方を学ぶことをめざす。
「実習」で実際に構造を確認することで、
より深い理解が可能になる。

イチオ

塩ダレ唐揚げ丼
「塩ダレ唐揚げ丼」
（中464円）や「チキ
ン竜田丼」
（中562円）
などのガッツリと
した丼がおすすめです！ 体育会系の

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

お腹をしっかりと満たしてくれます。
與那覇 譲慈 くん

東京工業大学DATA
理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

※2016年に学部と大学院を統一し「学院」を創設

生命理工学院

環境・社会理工学院

URL https://www.titech.ac.jp/
〒152-8550 東京都目黒区大岡山２-12-１
東京工業大学 総務部広報課
TEL 03-5734-2975

１年次は幅広い分野を学びながら自身の興味を深

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

めていく期間︒文系教養や英語︑数学︑物理学︑化

将来は経営管理の職に就きたいと考
えています。あるアニメ作品をきっか
けに興味を持ったのですが、理系の強
みを生かし、企業の活動をモニタリン
グして、生産性を維持・向上するとい
う仕事に魅力を感じています。

学︑生命科学の基礎を身につけ︑
２年次に選択する

理系の知識を活用し
経営管理の道へ

﹁系﹂での専門的な学修に備える︒

與 那 覇 譲 慈 くん

理学院 １年
沖縄県立 向陽高校卒

2022年８月10日（水）にオンライン
でのオープンキャンパスを開催。全
学・各学院の説明会や模擬授業、研
究室見学や在校生との交流などキャ
ンパスライフを体験できる多くのラ
イブイベントを企画しています。
ホームページでは昨年の様子を動画
で見ることができます。
※詳細は決定次第ホームページに掲
載予定です。
https://admissions.titech.ac.jp/
admission/event

大宮開成高校卒

バスケ部に所属していますが、高校時
代よりもずっと大変なトレーニング
をしています。まだ始まったばかりで
先輩とのコミュニケーションは少な
いですが、上手な方が多くて、教えて
いただくのが楽しみです。

自然科学系統

今年もオンライン開催
企画満載のオープンキャンパス

東 京 工 業 大 学

バスケ部で週４回の
ハードな練習に汗を流す

渡 邉 隼 くん

工学院 １年
埼玉県 私立

( Information )
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│１年次（６学院）
│

生命や遺伝の仕組みの中心︑
その名はセントラルドグマ
１年次の必修科目﹁生命科学基
礎第一１Ａ﹂
の講義が始まった︒
生
命科学は︑生き物の生命現象を解
明する学問︒この日は﹁セントラ
ルドグマ﹂という︑生物のＤＮＡ
に含まれる遺伝情報からタンパク
質が作られるまでの流れの概念が
日本遺伝学会の会長を務める岩

テーマだ︒
﨑先生は生命科学の第一人者だ︒
﹁理工系を志す学生の中でも︑
高校
で生物の科目を選択してきた人は
少ないかもしれません︒しかし現
代社会において︑理工系分野での
生命科学や遺伝学は重要性を増し︑
必須の基礎知識だと言えます﹂と︑
講義が必修である理由を話す︒
学生たちは前回の講義で︑ＤＮ
ＡからメッセンジャーＲＮＡと言

しろいと感じられるような話も隠

の中には生命科学や遺伝学をおも

基礎的な概念ですが︑この考え方

﹁セントラルドグマは生命科学の

計図こそがＤＮＡなのだ︒

球上に誕生した１つの生命から枝

す︒これは驚くべきことです︒地

地球上ほとんどの生き物で共通で

くべき事実を伝える︒﹁遺伝暗号は︑

生︒そして︑学生たちに向けて驚

て翻訳しているのです﹂と岩﨑先

だということです﹂と岩﨑先生は

ナウイルスだって︑ルーツは１つ

なりません︒ヒトも動物も︑コロ

分かれしていったことの証明に他

されています﹂と岩﨑先生︒
そして講義は遺伝暗号の話へと
進み︑核心へと迫っていく︒

ほとんどの生物に共通？
遺伝暗号が示す驚きの事実

ミノ酸１つと対応している︒例え

ドン﹂がタンパク質を構成するア

り︑そのうち３個１組の配列﹁コ

Ａ・Ｃ・Ｇ・Ｕの４つの塩基があ

学生にも︑少しでも興味を持ち︑お

いて﹁高校で生物を学んでいない

閉じた︒岩﨑先生はこの講義につ

ク質の構造変化などを学び︑幕を

なプロセスや︑変異によるタンパ

講義はその後〝翻訳〟の具体的

語る︒

ばＧＡＧの塩基配列がグルタミン

もしろいと感じてもらえたら﹂と

メッセンジャーＲＮＡ内には

酸を示すというように︒﹁このコド

話す︒本講義が︑学生たちの新た

な関心を引き出し︑生命原理を解

ンとアミノ酸との対応を遺伝暗号
と呼びます︒メッセンジャーＲＮ

き明かす次代の研究者を生みだし
ていく︒

Ａ内には塩基の配列によって︑タ
ンパク質を合成するための情報が
記録されていて︑遺伝暗号を使っ

記

東京工業
大学

た

理系学生の甲子園「ロボコン（ロボットコンテ
スト）
」の発祥と言われる東京工業大学。大岡
山キャンパス南５号館の西側に「ロボコン発祥
の地」の碑が建っていました。電池の形をした
碑には「もの作りは人作り」の標語が刻まれ、
理工系大学出身の筆者の心も熱くなりました。

Profile

見 つけ

者が

東京工業大学科学技術創成研究院
教授。1991年大阪大学大学院医学
研 究 科 博 士 課 程 修 了 医 学 博 士。
2009年東京工業大学生命理工学研
究科教授を経て、2016年より現職。

われる遺伝情報を伝達するための

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

今日の講義は︑新型コロナウイルスの変異株とも大きく
関わる話です︒遺伝情報のコピーミスにより﹁変異﹂が
起こり︑性質変化する可能性があるのです︒ウイルスの
メカニズムを知ることは︑未来の医療・創薬に役立ち︑そして
高校生の皆さんの日常にもつながっているのです︒

A Q

核酸へと︑遺伝情報が転写される
仕組みを学んだ︒今回は︑メッセ
ンジャーＲＮＡが転写した遺伝情
報から︑タンパク質を合成するた

の

ひろ し

生命科学基礎第一１A
講義名 ＞＞＞

本日

DNAが 体の設計図 と
言われるのはどうして？
講義

生に
岩﨑 博史先
聞きました
いわさき

めの情報を取り出す翻訳の仕組み
を学ぶ︒血管や内臓︑皮膚︑筋肉
など︑生き物の体の基になってい
るタンパク質を作り出すための設

東京工業大学 ─１年次︵６学院︶─
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DNAやタンパク質、遺伝子・ゲノムの構造など、現代のあらゆる理工系分野で必要とされている「生命
科学」の基礎知識を身につける。先端的トピックスに触れ、今後の応用研究への理解を深める。

オクラの巣ごもりたまご
「オクラの巣ごもりたまご」
（ 132円）が
おすすめです。
オクラの食感と温泉卵が
絡み合って、１品プラスしたいときに最
適なサイドメニューです！
古谷 美月さん

工学院大学DATA
先進工学部

工学部

建築学部

情報学部

URL https://www.kogakuin.ac.jp/
工学院大学 アドミッションセンター
TEL 03-3340-0130
・八王子キャンパス 東京都八王子市中野町2665-１
・新宿キャンパス 東京都新宿区西新宿１-24-２
１・２年次は八王子キャンパス、３年次からは新宿キャンパスで学ぶ

自然科学系統

イチオ

建 学の理 念「工の精 神」のも と、先 駆 的 な工学 教

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

育を続ける。情報学部では、専門技術を体系的に

将来は情報セキュリティ関連の仕事
をしたいと考えています。最近では、
国内でもサイバー攻撃による企業の
被害が増加しています。その脅威から
情報資産を守ることで、日本や企業の
発展に貢献していきたいと思ってい
ます！

学び、問題を発見・解決する力を身に付ける。情報

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

サイバー攻撃から
国や企業を守る仕事を

社会の高度化に貢献できる人材の育成をめざす。

キャンパスライフ・イノベーション
2022年度から通学利便性や充実した
学生生活のためキャンパスライフ・
イノベーションがスタートしました。
１限・６限は原則遠隔（オンデマンド
型）授業となり、任意の時間に受講す
ることができます。２限は10時10
分から開始、５限は17時20分まで
となるので、通学時のラッシュ回避
や課外活動などへの参加がしやすく
なります。

古 谷 美 月 さん

情報学部 総合 ２年
東京都 私立 錦城高校卒

情報学部がリニューアル！
2023年4月より
「システム数理学科」
は、
「情報科学科」に名称変更し、新
たな情報学部４学科での学びがスタ
ートします。

工 学 院 大 学

７月24日（日）、10月９日（日）※オ
ンライン開催。受験生必見の入試ガ
イダンスや本学教員による学部学科
ガイダンスなど、当日限定のライブ
配信企画を実施予定です。※８月に
は、キャンパス見学実施予定。詳細
は決まり次第ホームページに掲載。

高校時代に放送部に入っていたのが
きっかけで「電子技術研究部」という
音響設備や電子工作、PCなどを扱う
サークルに所属しています。学校祭な
どの各種イベントでは、音響設備の設
営・オペレート・撤収までを行ってい
ます！

立 花 和 馬 くん

オープンキャンパス情報

プロ仕様の音響設備を
扱うサークル活動

情報学部 コンピュータ科学科 ２年
東京都立 小平高校卒

( Information )
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│情報学部│

スマホにも使われている
「全加算器」
回路を作る
﹁加算器﹂とは、加算つまり足し
算を行う演算装置のこと。﹁足し算
はコンピュータの中で、どのよう
に行われているのか﹂
。
そんな疑問
に挑むのが、この日、木全先生が
担当する﹁情報学実験﹂だ。
実験のテーマは﹁全加算器﹂
。０
字を表す﹁２進数﹂で、
繰り上がり

と１の２つだけを用いすべての数
を考慮した足し算を行う電子回路。
万倍ほど

学生たちは実際にコンピュータ
に使われる電子回路の
大きな実験キットを使い、配線を
考え、自ら回路を組み上げて、講
義時間内に﹁全加算器﹂を完成さ
せるという。
﹁
﹃情報学実験﹄では、
情報を扱う
際に使う電子機器の仕組みを学び、

誰か１人が﹁全加算器﹂を完成さ

プは運命共同体。グループのうち

の足し算をすることができます﹂

も連結させて、ようやく大きな桁

し学生たちが作った回路は、何台

を導く﹂工程を踏むことで、学生

せられなければ、最後の実験には

木全先生は﹁グループ内で進行

たちはコンピュータの計算原理を

と木全先生は話す。しかし、﹁自分

が遅れている人がいれば、他の人

深く理解していくのだ。

進めず、グループ全員には後日﹁再

が助ける。チームでの動きも、﹃情

﹁実験や研究は、
うまくいかないこ

で回路を作り、力を合わせて結果

報学実験﹄の中で学んでほしいと

ともあります。思い通りにいかず、

実験﹂が課せられるという。

ころです﹂と話した。

試行錯誤しているときにこそ、状

況を打開する﹃ひらめき﹄が生ま

した瞬間"です。学生たちには﹃ひ

れ、それこそが人が"物事を理解
﹁ここの配線がわからない！﹂﹁計

らめき﹄と、
それによって物が完成

試行錯誤の中から生まれる
"ひらめき"
が社会を変える
算結果が違う！﹂。試行錯誤しなが

しいと思っています﹂
と木全先生は

したときの﹃喜び﹄を体験してほ
クライマックスはグループのメ

本講義の醍醐味を話してくれた。

ら、講義は終盤へ進んでいく。
ンバーが各々の﹁全加算器﹂を連

試行錯誤を繰り返しながら、目

の前の回路に立ち向かう学生たち。

結させ、さらに大きな桁の加算を
行うという実験だ。

近い将来、情報社会をさらに進歩

させる﹁ひらめき﹂はこの学びか

﹁コンピュータに使われている
CPUはごく小さな部品ですが、

ら生まれるのかもしれない。

工学院大学

記

体験します。今日の講義は﹃全加

様々な演算を行っています。しか

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

高校生の皆さんが使っている「スマートフォン」は、電
子機器を集めて作られています。今日の講義では、基本
的 な 電 子 機 器 の 仕 組 み を 学 び ま し た。 身 の 回 り の も の
が、どのように作られているのか。そこに疑問を感じ、理解し
たいと思うことが、科学技術の発展につながっています。

た

周辺に商業施設が立ち並ぶJR八王子駅から、
東京ドーム約５個分の広い八王子キャンパス
の間は、
直通のバスがつないでいます。所要時
間は約15分。中央線沿線の好アクセスとキャ
ンパスの開放的な環境を両立し、夢を育む学
生たちの通学を支えていました。

Profile

見 つけ

者が

1971年愛知県生まれ。1995年名
古屋大学大学院工学研究科修士課
程修了。2006年博士（工学）取得。
日本電信電話株式会社 ヒューマン
インタフェース研究所などを経て、
2021年より現職。

算器﹄の内部で、どのように情報

の

A Q

情報学実験
講義名 ＞＞＞

本日

コンピュータの中身って
どうなっているの？
講義

き
た ひであ

が処理されていくのかを自分で回
路を作りながら理解してもらうの
１﹂を表すようにスイッチ

が狙いです﹂と木全先生は話す。
﹁１

プが点灯する。単純な計算ながら、
その電子回路の仕組みは複雑だ。
４~５人１組で構成されるグルー

き ま
生に
木 全 英明先
聞きました

10

をオンにすると、﹁２﹂を表すラン

+
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情報学の基礎となる理論について、実験機器を用いて学ぶ講義。電子回路および論理回路、
ネットワーク、Linuxなど、
９つのテーマについて実験を行い、情報学への理解を深めていく。

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

イチオ

バランスランチ
栄養バランスが考えられた日替わりの
定食メニューはどれもおいしく、高頻度
で食べています。ボリュームのある丼も

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

のもおすすめです！
瀧田 悠斗 くん

名城大学DATA
法学部

経営学部

経済学部

外国語学部

人間学部

都市情報学部

情報工学部

理工学部

農学部

薬学部

URL http://www-yaku.meijo-u.ac.jp/
〒468-8503 愛知県名古屋市天白区八事山150
TEL 052-832-1151
（代）

２０２２年の第１０７回薬剤師国家試験の合格率は︑

11月４日（金）、５日（土）の開催を予
定しています。例年、ライブや模擬
店、チャリティーバザーのほか、最
終日には学生による「火の舞」や「ビ
ンゴ大会」も開催。

私立薬大１位︑
全国薬大２位を誇る名城大学︒その

「大学祭」開催日程

好成績を支えているのは︑
４年生に行われる臨床薬

３年生までは座学が中心でしたが、４
年生になりケアプランを考える講義
や演習など臨床に近い実践的な内容
となり、より薬学のおもしろさを感じ
ています。これまで学んだことの総復
習にも役立ちます。

自然科学系統

名 城 大 学
実践的な学びから
薬学のおもしろさを実感！

学を実践的に学ぶ
﹁薬物治療マネジメント﹂だ︒

瀧田 悠 斗 くん

薬学部 薬学科 ４年
愛知県立 豊田南高校卒

2022年のオープンキャンパスは、
来場型・WEB型が選べるハイブリッ
ド方式での開催となります。
来場型オープンキャンパスの日程は、
ナゴヤドーム前キャンパスが７月
23日（土）
・24日（日）、天白キャンパ
ス・八事キャンパスが７月30日（土）
・31日（日）。
薬学部が設置されている八事キャン
パスでは、キャンパスツアーや個別
面談を実施。
来場型オープンキャンパスの参加に
は、事前予約が必要となります。
WEBオープンキャンパスも８月上
旬に公開予定です。

将来は、直接医療に携わる病院の薬剤
師をはじめ、製薬会社、薬局で働くこ
とにも興味があります。どの道に進ん
でもやっていけるよう、これから研究
室で知識や経験をさらに積んでいき
たいです。

青 木 美 可 子 さん

オープンキャンパス

医療人にあこがれて
臨床薬学に強い名城へ

薬学部 薬学科 ４年
愛知県 私立 名城大学附属高校卒

( Information )
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│薬学部│薬学科│

この状態の患者に最適の薬は？
患者の薬物治療をマネジメント
﹁学生は３年までに︑薬や疾病に
ついて基礎的な知識を学んできま
したが︑知識は持っているだけで
なく必要に応じてアウトプットで
きることが大切です︒この講義は︑
提示された症例に対して知識を総
動員して︑この患者さんに最適の
薬は何で︑どのくらいの量どの期
間投与するのか︑患者さんの薬物
治療のプランを考える実践的な内
容になっています﹂と大津先生︒
人の先生が携わ

４年前期の月〜木曜を占める
単位の講義で︑
っている︒扱う症例は高血圧症や
精神疾患︑気管支喘息︑感染症︑ガ
ン︑心疾患︑脳血管障害︑糖尿病
の８種類︒それぞれに提示された
検査値や患者の状況︑薬歴︑既往
歴などをもとに︑７〜８人一組の

入器の使い方など︑症例に応じた

て︑筋肉注射や聴診器︑喘息の吸

ケアプランを考える講義に加え

この規模のＰＢＬを導入している

﹁ＰＢＬ
︵
Problem
Based Learning
＝問題解決型学習︶
﹂と呼ばれるが︑

見つけ解決方法を考える学習法は

この講義のように︑問題を自ら

演習も組み込まれている︒この日

ところは︑全国でもまだ少ない︒

ます﹂といった声が聞かれた︒

は︑感染症にも関連するガウンテ

﹁当薬学部では︑約

年前から薬

クニックの演習だ︒

クは必要になります︒一つひとつ

剤を行うときに︑ガウンテクニッ

﹁今後︑注射液の調製など無菌調

チェックしながら学んだ︒

方法についても実践し︑学生同士

か︑手指消毒の手順や手袋の着脱

日はガウンの着け方・外し方のほ

の学生にアドバイスを行う︒この

当の輪島先生が教室を回り︑個々

するのは︑担当の伊東先生︒副担

らないように﹂と着用方法を解説

﹁ガウンの表側は絶対に素手で触

でケアプランをシミュレーション

また︑グループ学習のあと︑一人

有︑プランをまとめられるという︒

でき︑調べた内容をグループで共

時間を問わずシステムにアクセス

作しています﹂と大津先生︒場所・

用した﹃学習支援システム﹄も製

解決策を考えるためにICTを活

をもとに学生自らが問題を発見し︑

た︒そのノウハウを生かし︑症例

し︑臨床薬学に取り組んできまし

剤師が医療に携わる重要性に着目

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

じて知識や経験を深めている︒

ら︑学生たちは実践的な学習を通

うした最新システムも活用しなが

できるソフトも導入されている︒こ

薬剤師も医療に携わって
問題発見・解決能力を培う

の手順をしっかり覚えてください﹂

40

近年︑薬剤師は医師や看護師などとともにチーム医療を
行う一員としての役割が高まっています︒この講義で学
生たちが患者さんに対して適切な薬を選び︑副作用がな
いか確認し︑薬物治療をしっかりとマネジメントする能力を身
に付けることは︑医療の質を上げることにつながります︒

記

名城大学

た

名城大学薬学部から徒歩約７分の地下鉄「八
事駅」がある八事交差点からは八つの坂が伸
びており、
「八事八つの坂の街」として知られ
る。各坂には名古屋市や八事商店街振興組合
により愛称がつけられており、薬学部に続く
ゆるやかな坂は「石屋坂」と呼ばれる。

Profile

見 つけ

者が

名城大学薬学部 医薬品情報学研究
室教授。神戸女子薬科大学（現、神
戸薬科大学）卒業。名城大学薬学専
攻科修了。薬学博士。著書に『副
作用症状のメカニズム』
（日経BP）
など。

グループで疑問点や問題点を分担

本日

の

A Q

して調べ︑考え合い︑１週間かけ
てケアプランを作り発表する︒
学生からは︑﹁同じ症例をもとに
しても選択する薬が違うことがあ
り︑気づきを得る良い機会になっ
ています﹂﹁１００％の正解がない
ところは臨床現場も同じ︒実践的

薬の処方に加えて、
ケアプランを
考えるのはどうして？
講義

ふみ こ

10

な経験を積め︑とてもためになり

生に
大津 史子先
聞きました
おお つ

薬物治療マネジメント
講義名 ＞＞＞
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８つの症例に対してグループでケアプラン
（薬物治療計画）
を考えることで、
１〜３年生で学んだ薬学の知
識と技能を体系的に修得。グループ学習にはICTを生かした独自の学習支援システムを採用している。

総合大学である関西大学では、さまざ
まな分野から、自分が興味を持った講
義を受講することができます。幅広い
選択肢の中から研究対象を決めて大
学院へ進学し、将来は研究職に就くこ
とを考えています。

※2022年度入学生よりエネルギー・環境工学科は
「エネルギー環境・化学工学科」に名称変更しました。

イチオ

関大プリン
凜風館２階の食堂で売られる
「関大プリ
ン」
（198円）
は数量限定で、鈴の音が鳴
ったら出来上がりのサイン。こんがり焼

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

かれたカラメルが特徴です。
井上 真一 くん

「考動力」と「革新力」を発揮して社会に貢献でき

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

る人材を育成。人類が持続的発展を維持するため

関西大学は学生数が多くサークル活
動も盛んなので、仲間との交流でコミ
ュニケーション能力を高めることがで
きます。将来は専門であるエネルギー
系の化学に関連した仕事か、もしくは
公務員のどちらかに進むつもりです。

に求 め ら れ ている新 た なエネルギー体 系、未 来の

学生の数が多い環境は
能力を高めるチャンス

まちづくりを構想する方法を学ぶ。

入試説明会では、一般入試、共通テ
スト利用入試、AO入試などの各入試
制度のポイント、出願から受験まで
のスケジュールをわかりやすく解説
します。

井 上 真 一 くん

環境都市工学部
エネルギー・環境工学科（※）２年
大阪府立 牧野高校卒

各学部の学びや最先端の研究を体験
できるイベントや模擬講義など、関
西大学の魅力が詰まったプログラム
を多数予定しています。現役の関大
生が関西大学への進学を決めたプロ
セスや、所属する学部の魅力が聞け
るので、入学後のビジョンがはっき
りとイメージできます。

関西大学DATA
法学部

文学部

経済学部

商学部

社会学部

政策創造学部

人間健康学部

総合情報学部

社会安全学部

システム理工学部

環境都市工学部

化学生命工学部

外国語学部

URL https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/
〒564-8680 大阪府吹田市山手町３丁目３番35号
TEL 06-6368-1121
（大代表）

自然科学系統

関 西 大 学

夏休みに行われる「サマーキャンパ
ス」は、堺キャンパスでは７月30日
（土）、千里山キャンパスでは８月６
日（土）・７日（日）の２日間、高槻キ
ャンパス及び高槻ミューズキャンパ
スでは８月27日（土）にそれぞれ開
催予定。

環境都市工学部
エネルギー・環境工学科
（※）２年
三重県立 桑名高校卒

オープンキャンパス

専攻を幅広く選べる
大学院へ進むことも

伊 藤 優 海 くん

( Information )
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│環境都市工学部│エネルギー環境・化学工学科│

日常生活で使う洗剤なども
化学プラントで製造される
﹁今日はユニットオペレーション
の中でも一番重要な﹃流動﹄に入
っていきたいと思います﹂
講義開始と共に、山本先生の作
成したスライドが映し出される。
図やグラフが多く用いられ、教科
書の内容をかみ砕いて整理した文
章の背景には色がつけられている。
わかりやすくカラフルなスライド
に自然と目を引かれる。
﹁ユニットオペレーション﹂とは
﹁単位操作﹂
のことを指す。プラス
チック製品や洗剤、
化粧品など、
私
たちの身の周りの化学製品は化学
プラントで製造されている。製造
の方法は一つとは限らず、より安
定した品質で効率よく生産するた
めに、化学プラントそのものの設
計や操作を考えるのが化学工学の

されている。その流体の性質や動

とつ説明しながら、﹁ここはノート

ていった。数式の要素をひとつひ

習のポイントが伝えられる。

にまとめておくように﹂などと学

きについての講義だ。

ゼリーやプリンのような流体の

身近な食べ物など、学生にとって

る程度の力までは崩れませんね﹂。

のようなもの。力を加えても、あ

﹁ビンガム流体はゼリーやプリン

た練習問題について﹁解くだけで

の最後に、課題として出されてい

ている﹂と山本先生は話す。講義

業をしていくことを学生に期待し

つかない。時間をかけて復習や作

﹁頭で考えるだけでは知識が身に

わかりやすい例を挙げながら講義

は意味がない。採点をしてから提

性質など化学工学の基礎を学ぶ

は進められる。学生の立場に寄り

すいように工夫している﹂と山本

りすることで、目で見てわかりや

ったり、その他の情報を補足した

容についてはオリジナルの図を作

﹁教科書だけではわかりにくい内

学んでいくうえでの礎になるため、

４年次生でそれぞれの専攻分野を

特に重要な分野の一つ。３年次生、

学ぶ﹁流動﹂は単位操作の中でも

﹁ユニットオペレーション１﹂で

しめくくった。

添った説明やスライドが印象的だ。 出するように﹂と伝えて、講義を

先生。受講する学生の一人も﹁視

これから本格的に化学工学の道へ

と進む２年次生の学生たちが受講

覚的にイメージがしやすいことが
この講義の魅力﹂と語っていた。

する。彼らに化学工学の基礎知識

だけではなく、学習への取り組み

流体の性質や法則の解説を終え
て、講義はそれらの計算に用いら

方も伝えている講義だった。

記

関西大学

た

最寄り駅の関大前駅から正門までの坂道は、
多くの飲食店が軒を連ねるにぎやかな通りで
す。
その一角にあるのが
「関大前ラボラトリ」
。
大学と地域の交流拠点として活用されていま
す。社会連携事業に力を入れる関西大学。地
域との密接なつながりがうかがえます。

Profile

見 つけ

者が

関 西 大 学 環 境 都 市 工 学 部 教 授。
1984年関西大学大学院工学研究科
化学工学専攻博士課程前期課程修
了。1992年工学博士学位取得。地
球環境保全をめざした化学生産シ
ステムなどを研究。

れる数式についての解説へと移っ

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

皆さんがシェイクを飲むときには、太いストローを使い
ますよね。ストローの太さは何を飲むかによって、すな
わ ち 流 体 の 流 動 特 性 に よ っ て 変 わ り ま す。 粘 度 の 高 い
︵どろどろした︶飲料は太いストローを用いて飲みやすくする。
化学工学の理論は生活の中でも生かされています。

A Q

分野だ。中でも﹁単位操作﹂は化

の

本日

環境にやさしい工場は
どう設計する？
講義

ひで き

学工学の基礎に当たり、環境都市
工学部エネルギー環境・化学工学
科では必修科目に設定されている。
多くの学生たちが真剣な様子で講
義を受けていた。
この日のテーマは
﹁流動﹂
。化学
プラントの管や装置の中では、気
体や液体などの流体が絶えず輸送

生に
山本 秀 樹 先
聞きました
やま も と

ユニットオペレーション１
講義名 ＞＞＞

関西大学 ─環境都市工学部─エネルギー環境・化学工学科─
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生活の身の周りにある化学製品を生産する化学プラント。
その設計の基礎となる「単位操作
（ユニットオペレーション）」を学び、化学工学の知識やそれらを問題解決に活用できる能力を育む。

ご当地そば
麺類が特にお気に入りで、
おすすめはご
当地そば（400円／この日は牛とろろ温
玉そば）
です。食べたことのない各地の

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

おそばが味わえるので、次のメニューが
楽しみになります！
ヒリアー 紗璃苗 さん

青山学 院 大 学 D A T A
文学部

教育人間科学部

経済学部

法学部

総合文化政策学部

理工学部

社会情報学部

地球社会共生学部

経営学部

国際政治経済学部

コミュニティ人間科学部

URL https://www.aoyama.ac.jp/
〒150-8366 東京都渋谷区渋谷４-４-25
（青山キャンパス）
TEL 03-3409-0135
（入学広報部）

社会科学系統

イチオ

８月２日
（火）
・３日
（水）
青山キャンパ
スにて開催。事前申込制で７月上旬
より受付を開始予定。※日程や開催
方法に変更が生じる場合があります。

「すべての人と社会に貢献する」人材の育成をめざ

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

し、学問で得た知恵と力を使って、他者に奉仕し、

父と姉が製薬会社に勤めていて、小さ
い頃から薬品の知識に多く触れてき
ました。将来についてはまだ迷ってい
ますが、留学経験や語学力を生かせ
る、医師に薬の情報を伝える「MR
（医
薬情報担当者）
」の仕事に興味があり
ます。

社会をよりよい方向に導く“人に優しいリーダー”

留学経験や語学力など
強みを生かせる仕事に

を輩出していくことを目的としている。

ヒリアー 紗 璃 苗 さん

2023年度入学者選抜
説明会【来場型】

青 山 学 院 大 学

高校ではインターハイ陸上の800m走
で優勝し、大学でも陸上部に所属して
います。将来は陸上競技を続けていき
たいと思っていますが、スポーツウェ
アメーカーなど、日本と海外をつなぐ
ようなグローバルな仕事にも興味を
持っています。

国際政治経済学部 国際経済学科 ３年
東京都 私立 明星高校卒

相模原キャンパスオープンキャンパ
ス【来場型】が７月10日（日）に開催。
事前申込制（定員となり次第受付を
停止します）。※日程や開催方法に変
更が生じる場合があります。
また、オンラインオープンキャンパ
ス「青学オンライン」を今年度も開
催。７月28日（木）16：00～９月30
日（金）23：59の期間中はいつでも
視聴可能。
全国３会場で、出張型ミニオープン
キャンパス『青学フェア 2022』の
開催も決定。
９月19日（月・祝） 名古屋
９月25日（日）
福岡
11月３日（木・祝） 大阪
※名古屋・福岡は８月中旬、大阪は
９月下旬より受付を開始予定。

陸上競技を続けながら
新たな関心を育む

柴田 大 輔 くん

オープンキャンパス

国際政治経済学部 国際政治学科 ３年
神奈川県 私立 鎌倉学園高校卒

( Information )
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│国際政治経済学部│国際政治学科│

ヨーロッパからの視点で
ウクライナ問題を分析する
﹁はい、始めます！﹂武田先生の
声が座席数５６２席の大講義室に
響き渡る。ヨーロッパの歴史や欧
回の講義﹁ヨーロッパ

州統合の歩み、ＥＵの政策や制度
を学ぶ全
政 治 入 門 ﹂ が 始 ま っ た。
﹁本日は
﹃ウクライナ問題﹄を取り上げま
す﹂と武田先生がテーマを告げる。
﹁
﹃ウクライナ問題﹄について、
Ｅ
Ｕの視点から考えていこうと思い
ます。大きな議題としては﹃なぜ
"今回の"ＥＵは、ロシアに対し、
次から次へと経済制裁を打ち出せ
たのか﹄です﹂と武田先生。この
﹁今回の﹂というのがポイントだ。
武田先生はマイクを持ち﹁発端と
して、２０１４年にあることが起
きています。何でしょうか？﹂と
壇上を降り、学生たちに歩み寄っ

どうなったのか。講義は後半へと

なかったのだ。それが﹁今回は﹂

切るような制裁を課すことができ

面でのロシア依存が大きく、身を

も理由だという。さらに、欧州諸

パの多くの人の支持を得たこと﹂

そして、﹁対ロシア制裁にヨーロッ

た衝撃の大きさが影響したと話す。

てきた実績があり、エネルギーの

後に、﹁ＥＵは﹃脱炭素化﹄を進め

心理があった﹂とも指摘する。最

上回っており、﹁制裁を行いやすい

差し掛かり、本題へと迫っていく。 国が経済的・軍事的にもロシアを

ＥＵがロシア制裁を一気に
強化させた理由とは？
﹁２０２２年２月、ロシアのウク

ち出したのだ。
﹁なぜＥＵは制裁を

からの排除などの制裁を次々と打

SWIFT︵国際銀行間通信協会︶

Ｕはロシア中央銀行の外貨凍結、

問題﹄に興味を持つ学生も多いで

なトピックスがあります。﹃温暖化

パに関連する話題には、さまざま

の順番待ちをしていた。﹁ヨーロッ

生の前には学生たちが並び、質問

講義が終わると、壇上の武田先

は﹂と、武田先生は語った。

ライナ侵攻が始まります。しかし、 脱ロシア依存に自信を与えたので
今回のＥＵの対応は今までとは全

短期間で合意できたのか？﹂
という

すし、﹃ユーロ危機﹄には金融や通

く違うものでした﹂と武田先生。Ｅ

疑問に、
武田先生は﹁さまざまな要

貨の話も出てきます。学生たちに

はヨーロッパの情勢を通じて、多

因が揃ったからだと推測されます﹂
と話し出す。
﹁まず、ＥＵと欧州諸

くのことに関心を持つきっかけに

してもらえればと思っています﹂

国の首脳の心が突き動かされたこ
とがあるのではないでしょうか﹂

と武田先生は話してくれた。

記

青山学院
大学

た

青山通り沿いの重厚な正門は、1962年に青山
通りがオリンピック通りとして拡張されたと
きに作られたものとのこと。当時の学長の筆
による門標は右に「青山学院」
、左に「大学」
と書かれています。歴史と伝統を感じ、中に
入るときには身が引き締まる思いでした。

Profile

見 つけ

者が

青山学院大学国際政治経済学部国
際政治学科准教授。2021年より現
職。専門分野は国際関係論、EU研
究。著書に『変わりゆくEU』
（明
石書店・共著）
など。

と、武田先生は今回の侵攻が与え

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

高校生の皆さんも「ウクライナ問題」についてはニュー
スなどで目にしていると思います。今日の講義は、ＥＵ
の立場からウクライナ問題を捉える内容でしたが、視点
は一方向だけではありません。物事を多角的な視点から考える
ことの大切さを感じ、学んでほしいと思っています。

A Q

た。１人の学生が﹁ロシアのクリ

の

本日

どうしてEUはロシアへの
大規模な経済制裁に踏み切れたのか？
講義

けん

ミア併合です﹂と答える。
２０１４年、ウクライナ領のク
リミア半島が独立を宣言し、ロシ
アに併合された。その際もＥＵは
ロシアに経済制裁を行ったが﹁発
動までに時間がかかり、弱い制裁
にとどまりました﹂と武田先生は
話す。ＥＵは当時からエネルギー

に
武田 健 先 生
聞きました
たけ だ

ヨーロッパ政治入門／ヨーロッパ圏概論
講義名 ＞＞＞
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ヨーロッパ・EUの国際政治を理解する入門となる講義。最初に第一次世界大戦、
第二次世界大戦を
扱い、
その後の冷戦構造の形成と欧州統合への大転換、
そしてEUの発展について学んでいく。

イチオ

ジャンボチキンカツカレー
ジャンボチキンカツカレー（ 470円）は、
おいしくてボリュームたっぷり。疲れた
ときに食べると元気が出るので、そのあ

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

との授業も頑張れます。
長嶋 伶弥 くん

東京工科大学DATA
［八王子キャンパス］
［蒲田キャンパス］

工学部
デザイン学部

コンピュータサイエンス学部
医療保健学部

メディア学部

応用生物学部

工学部、
コンピュータサイエンス学部、
メディア学部、

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

応 用 生 物 学 部、デ ザイン学 部、医 療 保 健 学 部があ

もともとゲームについて学びたいと
希望していました。東京工科大学で
は、興味のあることを勉強できて満足
しています。将来は、ゲームのプログ
ラマーとして人と人とがつながって
交流できるようなゲームを作りたい
です。

り、実践的な知識や技術の教育をとおして社会に

紅華祭（八王子キャンパス）
10/９（日）、10/10（月・祝）
かまた祭（蒲田キャンパス）
10/29（土）、10/30（日）

人と人をつなげる
ゲームを作りたい

貢献する人材を輩出している。

学園祭日程

長 嶋 伶 弥 くん

メディア学部 メディア学科 ２年
神奈川県立 城山高校卒

オンラインのオープンキャンパスも
開催予定。各イベントの詳細は決定
次第、大学のウェブサイトでお知ら
せします。

URL https://www.teu.ac.jp/
八王子キャンパス 〒192-0982 東京都八王子市片倉町1404-１
蒲田キャンパス 〒144-8535 東京都大田区西蒲田５-23-22
TEL 八王子キャンパス 0120-444-903
（広報課）
蒲田キャンパス 0120-444-925
（広報課）

社会科学系統

東 京 工 科 大 学

来場型（事前予約制）
八王子キャンパス
７/17（日）、８/７（日）、８/21（日）
蒲田キャンパス
７/10（日）、８/６（土）、８/20（土）

東京工科大学の学生は個性豊か。アニ
メやゲームなどのコンテンツの制作・
活用に携わりたいという気持ちを持
っている人が多いと思います。大学の
講義は、メディアの基礎からしっかり
学べる内容。コンテンツ産業に求めら
れる人材に成長できます。

佐々木 柚 葉 さん

オープンキャンパス

コンテンツ制作を
基礎からしっかり学ぶ

メディア学部 メディア学科 ２年
神奈川県立 大和西高校卒
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│メディア学部│メディア学科│

コンテンツを
世に出す方法は？
アニメ、映画、ゲームなど、音
声や映像を使って表現される創作
物をコンテンツと呼ぶ。その制作
は、多くの工程を経て、たくさん
の人が関わる中で進む。
工程には、費用の見積もりから、
資金調達、企画立案、シナリオ制
作、デザイン、演出などがあり、こ
の講義では、それらを具体的に学
んでいく。そのうえで、適切な制
作工程と管理手法の設計ができる
ようになることをめざしている。
﹁コンテンツ制作を一つの産業と
して捉えて、作品を世に出すため
に必要なプロセスや考え方をマス
ターしてほしいんです﹂と、三上
先生は講義の目的を語った。
コンテンツを見ても﹁楽しい﹂と
いう感想しか持てなかった学生が、

通のシナリオ構造があるんです﹂

﹁ヒットするコンテンツには、共

シナリオには、ほかにも、物語

的な内容が時間軸に沿って整理さ

あり、それに従いながら、人物の

の世界や登場人物の性格を明確に

れたもので、アニメや映画ではき

行動を説明するト書きやせりふが

するという役割もある。

と三上先生。

書かれる。講義では﹃ロード・オ

﹁シナリオは、コンテンツの設計

わめて重要。さまざまな約束事が

ブ・ザ・リング﹄で実際に使われ

書。悪いシナリオから良いコンテ

品を観て、シナリオの構造を分析

講義の最後に、映画、アニメ作

ンツは生まれません﹂

たシナリオが示された。

作品の質は
シナリオで決まる
は、上映時間中、観客の気持ちを

には、有名アニメ作品のＣＧ監督

この講義を履修した卒業生の中

するという課題が出された。
作品にしっかり引きつけておくよ

やプロデューサーとして活躍する

シナリオを書くときに大切なの

うにすること。そのためにいくつ

人もいる。

く理解して、コンテンツの制作現

るもの。学生たちには、それをよ

系とあらゆる分野が融合してでき

﹁コンテンツは文系、理系、芸術

かのルールがある。
まず全体を﹁きっかけ﹂﹁展開﹂
﹁結末﹂の３つに大きく分ける。そ
して全体の長さの最初の ％のあ
いだに、なんらかの事件が起こっ

と三上先生は語った。

ってほしい﹂

て、観客の心をつかむようにする。 場で大きな役割を果たすようにな
その後、意外な展開が挿入され、最
終的に観客を満足させるのだ。

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

コンテンツというと、高校生の皆さんには遊びのイメー
ジがあるかも知れません。けれどもコンテンツには最新
技術がたくさん詰まっていて、文系・理系・芸術系など
多くの人がチームとして制作に携わっています。多様な人と交
流する大切さを、今から知っておいてほしいですね。

記

東京工科
大学

た

八王子キャンパスの学生が日に一度は足を運
ぶFOODS FUU。有名牛丼店、ラーメン店な
どの飲食店だけでなく、書店、ネットカフェ、
コンビニ、PCサポートセンターなどがあり、
自動車教習所の申し込み受付、
リクルートスー
ツの販売などのサービスも提供しています。

Profile

見 つけ

者が

東京工科大学教授。慶應義塾大学
大学院政策・メディア研究科後期
博士課程修了。専門はプロデュー
ス、デジタルコンテンツ制作技術、
映画、アニメ、ゲームの制作技術
など。

10

A Q

講義を受けたあとは﹁誰が作って

の

じ
み こう

コンテンツプロデュース論
講義名 ＞＞＞

本日

ヒット作品
シナリオの秘密は？
講義

み か
生に
三 上 浩司先
聞きました

いるんだろう﹂﹁費用はいくらかか
っているのか﹂﹁なぜこんなことを
思いついたのか﹂と、新しい視点
から、作品を考えるようになるの
だという。
今回の講義では、映画やアニメ
のシナリオが取り上げられた。
シナリオは、コンテンツの具体

東京工科大学 ─メディア学部─メディア学科─
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さまざまなジャンルのコンテンツがどんな工程を経て制作されているのか理解し、
コンテンツ制作のみならず知的制作物の工程に関する考え方を体系的に身につける。

東京女子大学の、学生が活発に意見を
述べてお互いを高め合う雰囲気が好
きです。就職活動を始めているのです
が、皆を笑顔にできるような、人の生
活に不可欠な仕事に興味があります。
不動産のデベロッパーや金融、運輸関
係などを考えています。

食

大学祭日程
VERA祭
11月12日（土）、11月13日（日）
各種イベント
または
大学情報は
こちらから

の学
ュー
ワタシ
シメニ

イチオ

煮干しラーメン
学食のラーメンはどれもおいしくてよ
く食べますが、とくにオススメなのが煮
干しラーメン
（370円）
。魚粉のトッピン
グが味のアクセントになっています。
小林 千佳 さん

東京女子大学DATA
現代教養学部

URL https://www.twcu.ac.jp/
〒167-8585 東京都杉並区善福寺２-６-１
TEL 03-5382-6340
（総合案内）

社会科学系統

みんなを笑顔にする
仕事に就きたい

1918年の創立以来 培って き た キリスト教の精
神に基づく「リベラル・アーツ教 育」の実 績 を 基 盤
に女子高等教育を行う。現代教養学部があり、国
際英語学科、人文学科、国際社会学科、心理・コミ
ュニケーション学科、数理科学科に分かれている。

小 野 里 心 乃 さん

現代教養学部 国際社会学科 ２年
東京都 私立 山脇学園高校卒

全12専攻による模擬授業や教職員・
在学生との個別相談、キャンパスツ
アーなどを行います。美しく伝統あ
るキャンパスの魅力にぜひ触れてみ
てください。
※事前予約制です。
※開催内容は日程により異なります。

東 京 女 子 大 学

７月９日（土）、７月10日（日）、
８月６日（土）、８月７日（日）、
12月11日（日）、
2023年３月18日（土）

東京女子大学は少人数での授業が多
いので、先生と学生の距離が近く、質
問などがしやすいです。おもしろい学
生が多いのも魅力ですね。経済学にと
ても興味があるので、将来は大学院で
さらに勉強を続けるか就職するか、目
下考え中です。

小 林 千 佳 さん

オープンキャンパス

少人数教育で
質問しやすい雰囲気

現代教養学部 国際社会学科 ３年
東京都立 大泉高校卒

( Information )
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│現代教養学部│国際社会学科│

自己満足に陥りやすい環境問題
合理的なものさしで量るには？
﹁環境に優しい﹂
﹁環境に配慮す
る﹂といった言葉はよく聞かれる。
だが、こういった考え方は自己満
足に陥りやすいと二村先生は語る。
﹁この講義では、感情論に走りが
ちな環境問題を、経済学というも
のさしを使って考察するのです。
環境問題を扱いながら、ものごと
を合理的に考えるトレーニングを
回目となるこの日の講義で

しているともいえますね﹂
第
は、前回までの基本的な事項から
応用編へと入っていく。環境と経
済との関わりが取り上げられる。
道路や空港の整備、工業団地、宅
地開発など、
一定以上の規模の公共
事業が行われると、何らかの形で
境影響評価﹂を実施して、環境に

環境に影響を与える。
そのため、﹁環

いわば環境を金銭的に評価する

るヘドニック法もある。

金などの市場データを元に評価す

するトラベルコスト法、地代や賃

にレクリエーションの価値を評価

顕示選好法には、旅行費用を元

ると学生たちから好評だ。

な経済的価値があるかを検討する。 を進めてくれるので、理解が深ま
わけだが、そのためにはさまざま
な工夫が必要になる。

環境価値を評価する
２つの方法とは？

値を評価する﹁顕示選好法﹂と、
人

々の経済行動から間接的に環境価

か？﹂という具合に、アンケート

支払ってもよいと思われます

あなたは年間どのくらいの額なら

ヤマネコの生息数を増やすために、

いっぽう表明選好法は﹁ツシマ

々に環境価値をたずねて直接評価

環境価値を評価する方法は、人

する﹁表明選好法﹂の２つに大き

で人がそのためにどのくらいお金

先生は、それぞれの方法につい

く分けられる。
あります。たとえば白神山地には

て図を用いて説明を進めた。前年

を支払う意志があるかを聞く。
さまざまな価値がありますが、そ

に経済学の基礎を学んだ学生から

﹁顕示選好法のひとつに代替法が

の中の水源涵養︵降水を貯留する

は﹁さらに発展した内容が取り上

法を見つけられるに違いない。

法論をマスターし、よりよい解決

がちな環境問題。しっかりした方

漠然としたイメージで捉えられ

げられて興味深い﹂という声も。

機能︶の価値であれば、ブナ林が
保持する水の量を計算し、同量の
水を貯えるダムを建設した場合の
こういった具体的事例を挙げた

コストと比較するのです﹂
り、ていねいに確認しながら講義

記

東京女子
大学

た

正門を入るとすぐ右に現れる美しいチャペ
ル。色鮮やかなステンドグラスが有名で、テ
レビに取り上げられたことも。建築家アント
ニン・レーモンドの設計で、文化庁登録有形
文化財に認定されています。併設された講堂
は、入学式、卒業式などに使われています。

Profile

見 つけ

者が

東京女子大学現代教養学部教授。
東京女子大学卒業。一橋大学商学
研究科にて博士号取得。運輸部門
に対する経済的手法の適用、また
物流活動における環境対策に関す
る研究を行う。

どんな影響があるかが調査される。

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

現代の高校生は環境問題への意識が高いといわれます
が、状況を変える方法は簡単には見つからないはずです。
この講義は、身近な環境問題をより高度な経済政策とい
う視点から考えます。個人として環境を守る行動も大切ですが、
さらに進んで社会をどう動かすか、その方法を学ぶのです。

A Q

﹁例えば万博予定地などの場合、
騒音、大気質、景観、動植物など
の観点から調査をし、基準を満た
さないときは計画を縮小したり変

の

本日

環境問題を経済学で評価する
自然とお金の知られざる関係とは
講義

こ

り

ま

更したりするのです﹂
また、絶滅の恐れが高いとされ
る動物や、貴重な自然環境を保護
するときも、そのことによりどん

に
先生
二村 真理子
聞きました
ふたむら

環境経済学
講義名 ＞＞＞
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環境問題の発生を歴史的観点から概観し現状への知識を深める。
またミクロ経済学の視点から問題
解決の政策手法を学ぶ。
さらに廃棄物処理やリサイクルなどの状況を知り、
課題克服の政策を論じる。

カツカレー
コロッケやメンチなど、揚げ物を日替わ
りでトッピングできるカレーがおいし
いです。私は、特にカツカレー
（490円）

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

がお気に入りです！
浅見 舞子 さん

東京理科大学DATA
理学部第一部

工学部

薬学部

先進工学部

経営学部

理学部第二部

理工学部※

※理工学部は2023年４月より創域理工学部へ名称変更します。

URL https://www.tus.ac.jp/
〒162-8601 東京都新宿区神楽坂１-３
TEL 0120-188-139
（フリーダイヤル）

社会科学系統

イチオ

1881年 設 立の「東 京 物 理 学 講 習 所」を 前 身 と

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

する理工系 総 合 大 学に2021年４月、創 設 さ れ

国際デザイン経営学科では「デザイン
系」
「デジタル系」
「国際系」
「経営学
系」の４系統を学んでいくことができ
ます。グループワークなども多く、ど
のような仕事にもつながる実践的な学
びが、この学科の魅力だと思います。

た 新しい学 科。
「デ ザイン」の観 点から、ビジ ネス

未来を広げてくれる
４系統の実践的な学び

や社会の問題に立ち向かう力を養う。

浅 見 舞 子 さん

学部・学科の最新情報や大学におけ
る研究室・研究内容の紹介について
など、東京理科大学の魅力を幅広く
知る機会としてご活用ください。
開催は、「対面型」と「オンライン
（ライブ配信）型」の複合形式を予定
しております。
なお、新型コロナウイルス感染症の
拡大状況により、開催日程・内容等
に変更が生じる場合があります。必
ず大学ホームページで最新情報をご
確認ください。

将来の選択肢として考えているのは
公務員です。国際デザイン経営学科で
の学びを生かしていくために、国と各
自治体や各企業の橋渡し役となり、役
に立てるような仕事をしていきたい
と思っています。

経営学部 国際デザイン経営学科 ２年
埼玉県 私立 昌平高校卒

◆野田キャンパス
2022年８月９日（火）
◆葛飾キャンパス
2022年８月10日（水）
◆神楽坂キャンパス
2022年８月11日（木）

東 京 理 科 大 学

2022年のオープンキャンパスは、
以下の日程で開催いたします。

大学での学びの中で
興味が広がっていく

附田 莉 子 さん

オープンキャンパス

経営学部 国際デザイン経営学科 ２年
東京都立 新宿高校卒

( Information )

※上の写真は長万部キャンパス
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│経営学部│国際デザイン経営学科│

「共に考え、
解決する」
ための
コ・デザインの実践方法とは
﹁デザイン﹂といえば、建築や衣
服、イラストなど、目に見えるも
のを創造することだと考える人も
多いだろう。しかし近年では、形
のない社会サービスやシステムな
どにもその意味は広がっている。
国際デザイン経営学科の﹁コ・
デザインプロジェクト﹂は、デザ
インで社会課題を解決する方法を
学ぶ講義だ。
﹁
﹃コ・デザイン﹄と
は、地域や企業が物事を進めてい
く際に、
トップダウンではなく、
関
わる人たち皆で共に考えるという
アプローチ方法です﹂と、講義を
担当する鈴木先生は話す。
この日の講義では、学生たちが
チームごとに課題の進捗を中間発

た。
２０２２年度は新型コロナウイ

で１年間の寮生活を送る予定だっ

決するために、理科大の食堂と提

﹁長万部町のフードロス問題を解

思います﹂。鈴木先生が講義の開始

﹁それでは中間発表を始めたいと

講義を受けているという。

ャンパスとオンラインでつないで

坂キャンパスで、北海道・長万部キ

生にとって、とても難しい講義だ

答えのない問いに挑んでいく、学

﹁﹃コ・デザインプロジェクト﹄は、

義室は次第に熱を帯びていく。

ら、各々のアイデアが発表され、
講

チームが次々と入れ替わりなが

携したコラボメニューを﹂

を告げると、この日のためにチー

と思います﹂と鈴木先生。講義は

ルス感染症拡大防止のため、神楽

ムで準備してきた学生たちからは

まだ序盤だが、約２カ月後には最

終発表会が控えている。これから、

自然に拍手が湧き起こった。

学生たちは実際に長万部町の人た

分間にわたるプレゼンテーション

最初のチーム６名が登壇し、５

﹁社会に一歩出れば、周りは答え

トを進めていくことになるのだ。

考え、ときには悩み、プロジェク

ちと協力しながら、問題について

と３分間の質疑応答が始まる。中

のない問いに囲まれています。そ

長万部町に思いを馳せ
答えのない問いに挑む

間発表では、チームが今後取り組

の中から自分の力で道を見つけ、

楽しさを感じながら進んでいける

むテーマの紹介がメインだ。
﹁長万部町では人口の減少が深刻

力を、この講義を通して身に付け

てほしいと思っています﹂

化しています。町に戻って来たい
と思う人たちを増やすために、地
元愛を育むようなイベントを﹂

た （二村記念館）」があります。外観は東京理科

記

表した。課題は﹁北海道・長万部
町の状況を分析し、町の人と共に
課題を見つけ、解決に取り組むこ

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

地域や企業が物事を進める際に、例えば市長や社長が決
めるのではなく、みんなで共に考えるのが「コ・デザイ
ン」というアプローチです。皆さんが日々感じているち
ょっとした困りごとから世界レベルの課題まで、すべてが「コ・
デザインプロジェクト」の対象になりえるのです。

大学の前身である「東京物理学校」の木造２
階建て校舎を復元したもの。周りには近代的
な理科大の校舎が並び、新旧の「東京理科大
学」を感じることができました。

東京理科
大学

神楽坂キャンパスの傍には「近代科学資料館

Profile

見 つけ

者が

1983年生まれ。2006年早稲田大
学理工学部建築学科卒業。その後、
渡英し、設計事務所に勤務する。
2013年より慶應義塾大学理工学研
究科博士後期課程在籍、2017年博
士号
（工学）
取得。

コ・デザインプロジェクト
講義名 ＞＞＞

本日
の

A Q

と﹂
。そのプロジェクトを通じて、
﹁コ・デザイン﹂の実践方法を学ぶ。
﹁町のことを、町の人と共に考え、
共に学び、新たな視点を見出すプ
ロセスこそ重要だと考えています﹂
年生は本

お

み

「デザイン」
が社会問題を
解決するってどういうこと？
講義

生に
鈴木 美央先
聞きました
すず き

と鈴木先生は講義の狙いを話す。
この講義を受講する

来、北海道・長万部町のキャンパス

1
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学生たちがチームに分かれ、北海道・長万部町の社会問題を分析し、問題を解決すべく取り組んで
いく。町の人々と共に学び、考えることによって、新たな視点を見出すまでのプロセスを学ぶ講義。

塩
 バターパン（100円）
大学内で焼き上げるパンはおいしくて
人気。すぐに完売するのでいつも争奪
戦です。塩バターパン、ベーグル、メロ

オープン
キャンパス
情報は
こちらから

ンパンが好きです。
立花 美優紀 さん

日本 女 子 大 学 D A T A
家政学部
理学部

文学部

人間社会学部

国際文化学部（2023年４月新設（仮称・届出中））

URL https：//www.jwu.ac.jp/unv/
東京都文京区目白台２-８-１
TEL 03-5981-3163
（広報課）

社会科学系統

イチオ

日本 初の組 織 的 な 女子 高 等 教 育 機 関 として 創立

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

された女子大学。家政学部では生活を「科学」し人

バスケットボールサークルに所属し、
誰もが楽しく参加できるよう心掛け
ていたところ、
「気配りができる」と
先輩が評価してくださったことから
２年次には執行代表に指名されまし
た。期待に応えられるようベストを尽
くしました！

類の豊かな幸福を追究する。経済学を基礎とする

10月15日（土）～16日（日）
両日共10：00～15：00に実施予定。
学園祭「目白祭」では、演奏会、講
演会、研究発表、模擬店など多彩な
催しが楽しめます。

日 本 女 子 大 学

入試相談会 in 学園祭

バスケサークルの
代表を任されました！

家政経済学科では家政学や社会科学も広く学ぶ。

大学や学部学科の概要、
入試制度、
キャ
ンパスなどを主に動画でご案内して
います。

松田 祥 佳 さん

WEBオープンキャンパス

日本の情勢を見据えて、今後、長く世
界に貢献できそうな業界に身を置きた
いと考えています。
せっかく女子大学に
進学したのだから、女性と男性で仕事
も待遇の差もなく、誰もが平等に活躍
できる企業を見つけて働きたいです。

家政学部 家政経済学科 ３年
北海道 私立
旭川藤女子（旭川藤星）
高校卒

７月31日（日）10：00～15：00
８月28日（日）10：00～15：00
事前の予約が必要です。詳細は
１カ月前にHPにて公開予定です。
〈過去実施内容〉
キャンパス見学ツアー
学部企画／学科企画
（教員・在学生との懇談など）
個別相談コーナー
（入試、留学、その他全般）ほか

伸び代のある業界で
自分自身も成長したい

立 花 美 優 紀 さん

来場型オープンキャンパス

家政学部 家政経済学科 ３年
神奈川県 私立 日本女子大学附属高校卒

( Information )
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│家政学部│家政経済学科│

「今すぐ」
の１０００円と
「一年後」
の１１００円。
どっちに価値がある？
行動経済学は経済学と心理学が
融合した学問だ。２０１７年に研
究者がノーベル経済学賞を受賞し
じ てんかん

たことでも注目される分野である。
い

る要因になるゲームなどを排除し、

置くと効果的だと解説し、﹁宿題を

宿題だけしかできない環境に身を

はみんなに問いかけた。

しなければお小遣いを減らすなど、

ひと通り発表が終わると、司会

があります﹂

﹁時間非整合は、生まれつきの性

自分に罰を課すのも助けになりま

﹁時間非整合な性質がある人は、

質か、育ってきた環境の影響を受
学生たちは、自席で意見交換を

将来よりも今が大事。やせた自分

す﹂と補足した。先生は、

始めた。先生は議論に耳を傾け、

を夢見てダイエットしているのに、

けて生じるのか考えてみましょう﹂

﹁衝動買いをした瞬間はうれしい。

ケーキを出されたら食べてしまう

が悪というわけではありません。

のが、この例。時間非整合な性質

でも時が経って後悔するというの
も時間非整合だね﹂などと、解説

もう一つマシュマロをあげる﹄とい

て﹃時間になるまで我慢できたら、

ただ、マシュマロを一つ部屋に置い

やアドバイスをしていた。

計画遂行には、
行動を縛り、
罰を課すのが効果的

う実験を４歳児に行い、大人にな

るまで追跡調査すると、
二つのマシ

次の学生は﹁時間非整合と計画
倒れ﹂について掘り下げた。

が高学歴で高収入になったという

ュマロを手に入れた子どものほう
と気づいたら、将来の行動を縛る

結果があります。興味深いですね﹂

﹁自分に時間非整合的性質がある
ことで計画倒れを防止できます﹂

学生は授業後、﹁心の動きも含め

きょうさいかん

﹁今回のテーマは
﹃異時点間選択﹄
ですね。では、お願いします﹂
先生がそう言い、以降の授業は
テーマ解説も進行も学生が行った。
﹁異なる時間で行われる選択とし
て﹃今すぐ﹄１０００円をもらえ
るのと、﹃一年後﹄に１１００円を
もらえるのとを比較します。この
場合、すぐにもらえるほうが良い
と思いませんか。時間の経過によ
って得られる報酬の価値が低く感
じることを、経済学では﹃時間割
引﹄と言います。もし一年後にも

夏休みの宿題なら﹁何日にここ

をやる﹂と、細かく計画を立てる。 て経済を見通すので、とてもおも

しろいです﹂と話してくれた。

記

らえるほうがもっと多い金額にな
るなら、待てる人も増えます﹂

そして、実行するときは手を止め

日本女子
大学

不忍通りに面した校門からも見える
「杏彩館」
は、卒業生で世界的建築家の妹島和世氏が、
同大の120年記念事業として手掛けたもの。
アーチが連なる屋根が印象的で、同じデザイ
ンの建物が敷地内に複数あり統一美を感じま
した。とても洗練されたキャンパスでした。

Profile

見 つけ
た
者が

日本学術振興会特別研究員、立教
大学経済学部助手、鹿児島大学法
文学部准教授を経て、2019年より
日本女子大学家政学部家政経済学
科准教授。専門は応用ミクロ経済
学、行動経済学。

発表者は、どの金額以上なら待

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

一生懸命に勉強の計画を立てても、誘惑に負けてゲーム
をしたりスマホをいじったり。
思い通りにならないことは
あると思います。行動経済学では、その心理をひも解き
ます。マーケティングや政策立案でも活用されている分野で、
今の自分にも将来の自分にも必ず役立ちますよ。

A Q

てるのか、
表を示しながら解説した。
﹁待つと決めたのに、一年経って
同じ質問をされると﹃待てない﹄
と答える人がいます。最初に決め

の

ひろふみ

経済・経営演習
（行動経済学ゼミ）
講義名 ＞＞＞

本日

夏休みの宿題を計画通りに
終わらせる方法はありますか？
講義

生に
福山 博 文 先
聞きました
ふ く やま

たことが時間経過でベストな選択
に思えなくなる、これを﹃時間非
整合﹄と呼びます。計画通りに物
事を進められない人は、この性質

日本女子大学 ─家政学部─家政経済学科─
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日常生活では、直感や習慣などの心理的な影響から非合理な選択を行うことがある。
このゼミでは、
非合理的行動での無意識のくせやパターンを分析し、人への理解を深める行動経済学を学ぶ。

鶏唐丼（400円）
僕の定番は鶏唐丼。塩・油淋鶏・マヨ
ネーズの３種類の味が選べて、お肉も
ジューシーでおいしい。キャンパス周辺

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

でこの値段は破格です！
古井 和樹 くん

22

日本 大 学 法 学 部 D A T A
法律学科

政治経済学科

経営法学科

公共政策学科

新聞学科

URL https://www.law.nihon-u.ac.jp/
東京都千代田区神田三崎町２-３-１
TEL 03-5275-8503 日本大学 法学部 入学センター

社会科学系統

イチオ

日本大学の前身は明治 年に創立した日本法律学

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

校。
つまり、法学部は日本最大のマンモス大学・日大

11月３日（木・祝）～ ４日（金）

コロナ禍で、サークル勧誘が困難に。
そこでSNS活用や動画配信を行い、説
明会も楽しめる内容に変更したとこ
ろ、例年の約２倍、40人もの新入生会
員を獲得！ 弓道場での練習ができな
いときは、オンラインで指導を行って
います。

の根 幹 を 成 す。法 律 学 科 では、法 律 を 使いこな す

学園祭「法桜祭」開催予定

日本大学 法学部

法学部コンセプトムービーやキャン
パスツアーなど、たくさんの動画を
配信中。ちょっとした隙間時間に視
聴いただけます。

サークルの会長として
弓道の魅力を発信！

ための柔軟かつ論理的な思考能力を養う。

「いつでもオーキャン!!」配信中

本 保 朱 理 さん

法学部 法律学科 ３年
群馬県立 高崎女子高校卒

今年度はすべての企画を対面型で実
施します！ 参加にはホームページ
から事前のお申し込みが必要です。
【対面型企画内容】
・法学部紹介・入試概要説明
・キャンパスツアー
・教員による個別相談
・在学生とのフリートーク
・資料配布・過去問題閲覧コーナー
・公開講座など、開催日によって内
容は異なります。
７月30日（土）11：00～15：00
10月２日（日）11：00～15：00
11月３日（木・祝）11：00～15：00

在学中に資格を取ろうと、ファイナン
シャルプランナー２級に挑戦してい
ます。試験勉強をするうちに、不動産
投資や財務系のコンサルティング業
務に興味が湧きました。将来は財務を
中心とした仕事に携わりたいなと思
います。

古 井 和 樹 くん

オープンキャンパス

資格取得の勉強を通じ
将来の目標を発見
法学部 法律学科 ４年
千葉県立 津田沼高校卒

( Information )
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│法律学科│

﹁痴漢﹂
という犯罪が
繰り返されるのはなぜ？
西山ゼミでは、犯罪対策を多角
的に検討していく。今回のテーマ
は﹁痴漢﹂だ。担当グループから
犯罪の概要説明が始まった。
﹁痴漢は日本で日常的に発生して
いる性犯罪ながら、その全数を警
察は把握しきれていません﹂
この理由として、被害者が声を
あげにくい状況などが指摘される。
続いては痴漢犯罪の原因について
の考察だ。
﹁痴漢は、性欲だけでなくストレ
スに起因するという説があります。
加害者は自分より弱い存在を支配
することでストレスを解消したい
という心理から、これを行うとい
うものです。再犯の多さは、犯行

デ ジ

か紹介された。その一つに警視庁

ります。痴漢は決して許されない

が 配 信 す る 防 犯 ア プ リ﹁
性犯罪であるという認識を社会全
D
igi
体で徹底する必要があるでしょう﹂

ポ リ ス

発表終了後、より有効な痴漢予

防策を検討することになった。

﹂があった。
Police
﹁被害に遭っても声をあげられな

い被害者が、周囲に助けを求める

﹁交通安全教室のような痴漢対策

そこには卑劣な被害のため、社会

に先生は、被害者の手記を配った。

アイデアが次々にあがる。最後

れば、通報も増えるのでは？﹂

遅刻とみなさない仕組みが普及す

﹁痴漢被害に遭った際の遅刻を、

の教育を実施しては？﹂

ことができる仕組みです﹂
説明に合わせてアプリのデモン
ストレーションも行われた。

痴漢犯罪を未然に防ぐために
できることとは？
発表を聞いている学生からは、
えんざい

﹁アプリの普及状況は？﹂﹁冤罪に

表グループは先生のサポートを受

などの質問が続々とあがる。発

とへの憤り、そして報復への恐怖

ら人生が終わる﹂と懇願されたこ

みと、加害者側から﹁訴えられた

生活が困難になった高校生の悲し

けながらそれらに答えていく。講

がつづられていた。静まり返った

ついての対策は？﹂

義の枠を超えて、学生たちはこの

教室で、先生は言う。

﹁厳罰化を含め、国や法を変えて

問題に真剣に向き合っている。
﹁痴漢は大した犯罪ではないとい

いくのは私たちです。誰も悲しま

ない社会をめざし、声をあげ続け

う誤った認識や、被害者側の自己
防衛意識が低いなど、被害者側に

ることが大切なのです﹂

記

時の脳の興奮状態が依存を引き起
こしているとも考えられます﹂

責任を問う歪んだ風潮が根強くあ

日本大学
法学部

た

最寄り駅のJR水道橋駅から徒歩２分の三崎
稲荷神社に
「日本大学法学部」
の提灯を発見！
明治時代に神田三崎町に校舎を建設して以
来、地域と共に歩んできた長い歴史が感じら
れます。法学部の関係者が、こちらの神社の
おみこしを担ぐこともあるそうですよ。

Profile

見 つけ

者が

法学部専任講師。専門は刑事政策・
刑事法学。特に犯罪の事前予防や
被害者支援、性犯罪、児童虐待を
研究。日本市民安全学会常任理事、
警察政策学会委員、日本被害者学
会委員。

刑法典には﹁痴漢﹂という罪名

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

﹁犯罪は社会の病理現象である﹂
といわれています。犯罪
を知ることで現代社会が抱える問題を探り、どうすれば
未来は良くなるかを考えていくことができるでしょう。
ひとたび被害に遭うと心はなかなか回復しないもの。だから、
犯罪が起こらない社会を作っていくしかないのです。

A Q

はなく、都道府県の迷惑防止条例
違反、もしくは刑法の強制わいせ
つ罪などでの処罰となる。
﹁捕まっても軽い罰金や執行猶予

の

ともゆき

西山ゼミナール（刑事政策ゼミ）
講義名 ＞＞＞

本日

痴漢は許せない！ 世の中から
なくす方法はありませんか？
講義

生に
西山 智 之 先
聞きました
に し やま

で済んでしまうため、加害者は専
門治療を受けることや反省の機会
もなく、社会に復帰するのです﹂
発表内では、痴漢対策もいくつ

日本大学 法学部 ─法律学科─
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犯罪の予防、
犯罪者の更生、
犯罪被害者支援策などについて調査研究を行う。
犯罪現象の問題を分
析し、
対処方法を検討することで、
安全・安心な社会を構築するために制度はどうあるべきか議論する。

2

NANFES2022
10月29日（土）〜31日（月）
学内・学外から多くの人、団体が参
加する一大イベントです。内容の詳
細は、決まり次第ホームページでお
知らせします。

の
ェ」
ンカフュー
ア
リ
「 オシメニ
学食

イチ

カツカレー（480円）
正門左手の「リアンカフェ」でおススメ
なのが、特製ルーがかかった「カツカ

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

レー」
。開放的なテラス席で味わえば気
分は最高！

南山大 学 D A T A
人文学部

外国語学部

経済学部

経営学部

法学部

総合政策学部

理工学部

国際教養学部

URL https://www.nanzan-u.ac.jp/
愛知県名古屋市昭和区山里町18
南山大学 入試課
TEL 052-832-3013

インターナショナルな校風で知られる名古屋の総

4

合 大 学︒国 際 科 目 群は全 学 部 生 を 対 象 とし た 約

同盟関係で価値観も近いと思ってい
た日米ですが、違いも多く、学び合え
る部分がたくさんあると実感しまし
た。英語でのディスカッションを通じ
て、新たな発見があるのも講義の魅力
です。

70

科目の外国語による講義群で︑語学力のみなら

大学祭

多様な価値観を知って、
将来に役立てたい

ず異文化理解力や論理的思考力を伸ばせる︒

一般入試、全学統一入試、共通テス
ト利用入試の受験をお考えの方を対
象とした入試説明会が11月５日
（土）
に行われます。

市 村 朋 也 くん

外国語学部 英米学科 年
愛知県立 安城東高校卒

受験生と保護者のための
入試説明会

社会科学系統

南 山 大 学

アメリカへ留学し、現地でしかできな
い経験をたくさん積みたいと思って
います。また、政治や文化についても
学びを深め、将来的には外国人と同じ
目線で仕事ができるようになるのが
目標です。

年

本年度のオープンキャンパスは、大
学開催型とオンライン開催型の２本
立てで行います。大学開催型は７月
16日
（土）
〜17日
（日）
、オンライン開
催型は、
８月１日
（月）
です。大学紹介
や学部紹介だけでなく、キャンパス
内での模擬授業、個別相談会も実施
します。企画の詳細は、６月中旬以
降Webページでお知らせします。

国際教養学部 国際教養学科
愛知県立 瑞陵高校卒

オープンキャンパス

グローバルに活躍できる
スキルを培いたい

染川 美 沙乃 さん

( Information )
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│全学部│全学科│

講義はすべて英語で行われ︑
ディスカッションも白熱
﹁今日のテーマは﹃アメリカの家
族と教育法﹄についてです﹂
そう口火を切ったのは山岸先生
人だ︒
﹁政治学

﹂
の講義

ではなく︑この日の進行を担当す
る学生
は︑日米の政治システムや社会の

ては︑﹁日本では産休中に手当が受

例えば﹁日米の産休制度﹂につい

わすという流れで進行していく︒

ものなどが見え︑異文化理解を深

や特徴︑自分たちに不足している

﹁比較することで︑相手との違い

見を出しあったあと︑﹁なぜ日本で

婚﹂については︑賛成︑反対の意

いう意見が出された︒また﹁同性

本の制度のほうが進んでいる﹂と

アメリカにはそれがなく︑実は日

講義の最後には︑進行を担当し

るでしょう﹂と山岸先生は語る︒

トを進める際などにも︑必ず生き

会人になって外国人とプロジェク

の考えを伝えられる力は︑今後社

れと比べながら自国のことや自分

け取れる公的制度があるのに対し︑ められます︒相手の文化を知り︑そ

は導入が進まないのか？﹂につい

人から︑﹁発表された意見を理

解し︑まとめるのに時間がかかっ

た
世紀半ば以降のアメリカの家族モ

た﹂という声が︒それに対して山

てディスカッションを行った︒﹁

デル変化﹂についてや︑﹁アメリカ

岸先生は︑﹁外国人と話しあうとき

に︑相手の意見が理解できないこ

とはよくあります︒そんなときは︑

﹃もう一度言ってください﹄
や
﹃簡単
﹁家族と教育法﹂のほかにも︑﹁憲

要︒それは失礼なことではないの

すか？﹄などと聞き直せるかが重

に言い換えると︑どういうことで
法﹂や﹁選挙﹂
﹁立法﹂
﹁司法﹂
﹁外

う﹂とアドバイスを贈り︑この日

で︑遠慮なく聞くようにしましょ

社会の変革期にある今は︑学生たちにとって大きなチャ
ンスだと思います︒自分の考えをしっかり言語化し︑Ｉ
ＣＴ技術なども生かして世界中の人や上の世代と力を
合わせながら︑自分たちが住み良い社会を作っていってほしい︒
この講義がその一助になればうれしいです︒

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

の講義を締めくくった︒

交﹂など︑講義のテーマは多岐に
と自国を﹁比較する視点﹂だ︒

わたる︒重視しているのは︑他国

他国と自国を比較する視点
を養い︑
異文化を理解する

い﹂についても話しあった︒

の民主党と共和党の教育政策の違

3

違いについて学生が自主的にディ
科目ある講義の一つで︑

ス カ ッ シ ョ ン を 行 う︒
﹁国際科目
群﹂の約
講義はすべて外国語で行われ︑全
学部・学年の学生が受講すること
ができる︒また南山大学が力を入
れる﹁ＣＯＩＬ型授業﹂にも含ま
れており︑
講義日程の前半では︑
ア

年生

メリカの提携大学の学生と協働プ
ロジェクトも行った︒
﹁受講者の約半数を占める
上級生に教わりながら英語で意見

にとって︑留学経験のあるような
を交わしたり︑海外の学生と協力

本日

の

記

南山大学

た

大学と隣接してスタイリッシュな外観が目を
引くのが、2022年4月に開寮したばかりの
「南山大学ヤンセン国際寮」
。外国人留学生と
日本人が共に暮らし、学び合う場の存在は、
グローバルリーダーの育成を掲げる南山大学
ならでは、と頼もしい気持ちになりました。

Profile

見 つけ

者が

南山大学国際教養学部国際教養学
科教授。1999年、慶應義塾大学法
学研究科政治学専攻修士課程修了。
ジョンズ・ホプキンス大学政治学
部 博 士 課 程 修 了。博 士（政 治 学）
。
2015年より現職。
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したりして考えを深める経験は︑
今後留学する際や社会人になって
からも︑とても役に立つ経験にな
るはずです﹂と山岸先生は話す︒
講義は︑担当の学生が事前に山
岸先生に相談し検討した議題を投
げかけ︑それについてグループで

アメリカの家族・教育に関する
法律は、
日本とどう違いますか？
講義

たかかず

B

話しあったあと︑全体で意見を交

生に
山岸 敬 和 先
聞きました
やま ぎ し

1

政治学B
講義名 ＞＞＞

3
70

南山大学 ─全学部─全学科─
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日本とアメリカの政治システムや公共政策について相違点や類似点を比較し、
その理由について
英語で話しあう。
日米の政治体制や公共政策の基本を理解し、自分の意見を持つことを目指す。

味噌カツ丼（Mサイズ407円）
＋温泉たまご（44円）
甘辛いタレのかかった味噌カツ丼に温
たまをのせるのがお気に入り。この組み

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

合わせ、
最高ですよ。味噌カツ丼はＳサ
イズ
（352円）
もあります。
KULOLOIA Cherish さん

立 命 館アジア 太 平 洋 大 学 D A T A
アジア太平洋学部

国際経営学部

サステイナビリティ観光学部（設置構想中）

URL https://www.apu.ac.jp/
大分県別府市十文字原１-１
TEL 0977-78-1120
アドミッションズ・オフィス
（国内）

学 生の約 半 数が国 際 学 生 で あるグローバル大 学︒

イチオ

アジア太 平 洋 学 部 では︑国 際 関 係︑文 化︑社 会︑メ

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

ディア︑グローバル経済を学修︒広い視野と柔軟な

国際関係を専門に学び、難民支援に興
味があります。私の国・アメリカも特
に南部は移民問題があり、世界情勢を
知らない人も多数います。世界の状況
を絵にしてSNSなどで知らせ、解決の
糸口へつなげたいと考えています。

社会科学系統

立命館アジア太平洋大学

難民や戦地の状況を絵に
して世界へ知らせたい

思考を備えた﹁世界を変える人材﹂を育成する︒

APU学生との国際交流やSDGsをテ
ーマにしたセミナーなど、高校生向
けイベントを随時開催しています。
お気軽にご参加ください。

実際の国連会議を元に学生が各国大
使となり、会議を模擬するサークル
「模擬国連」に所属。自国の利益を求
めながら他国と協働して国際問題を
解決へ導くのがおもしろいです。ほか
に「KE!P」という団体でYouTube動画
配信もしています。

高 畑 心 温 さん

オンラインイベント

国の利益と平和をめざし
国連大使になりきって議論

アジア太平洋学部
アジア太平洋学科 ３年
福井県 私立 敦賀気比高校卒

2022年７月17日
（日）
、18日
（月・祝）
開催。
APUの学生が考えた企画やキャ
ンパスツアー、APハウス（学生寮）ツ
アーなど、
実際に学生と交流できる企
画が多数用意されています。キャリア
や留学についての説明、職員や学生
による個別の相談会も行われます。
また18日（月・祝）は授業開催日のた
め、授業見学も取り入れたプログラ
ムになっています。APUの日常をリ
アルに体験できます。

さん
KULOLOIA Cherish

オープンキャンパス

アジア太平洋学部 アジア太平洋学科 ３年
アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島
高校卒
Kapaa

( Information )

50

│アジア太平洋学部│アジア太平洋学科│

国有企業も不正を行う
途上国の開発政策の理論とは
発展途上国と呼ばれる国々の社
会問題について︑どんな開発政策
を立てれば目標を達成できるかを
学ぶ３︑４回生向け講義︒すべて
英語で行われる︒
﹁まず政策立案のための理論を教
えます︒学生たちは世界銀行のリ
ストなどから課題を選び︑グルー
プで調べ︑理論に沿って政策を立
てていきます﹂とゴメズ先生︒
取材当日は︑学生によるプレゼ
ンテーションが行われた︒ガバナ
ンス︑防災︑教育の分野を選んだ
グループが︑スライドを使ってそ

それに対してゴメズ先生は︑

リット︑倫理的側面を解説した︒

﹁これらが同時に適用できるのか

模の汚職スキャンダルの事例が紹
困と不平等が拡大し︑貧しい人々

は疑問︒次回はこれらの政策提案

介された︒汚職が起こることで貧
が影響を受ける︒国と国有企業は

考えてみてほしい﹂と講評した︒

信頼を失い︑時価と株価が下がり︑ を特定の政府の例に落とし込んで
罰金が課せられ︑市場から締め出

で︑そのほとんどが国際学生︒専

学内ネットワークツール
﹁ Manaba
﹂
上で投票をする︒クラスは少人数

全グループの発表後︑
学生たちは

か？

門用語が飛び交う英語もハイレベ

されるリスクがある︒

に公的資金を不正利用する場合が

ルだ︒過去には︑この講義を受け

それでも汚職が起こるのはなぜ

多いが︑それが可能な背景には組

汚職とは私利私欲のため

織力の弱さのほか︑トップによる
組織運営と経営が政治と癒着して

共に国へ政策提案を行ったことも

インターンシップし︑国会議員と

意思決定の独占︑情報の不透明さ︑ た学生がインドのシンクタンクで
いる点もあげられる︒

あるという︒

﹁ゼミ生も含め熱心な学生が多く︑

では汚 職を防 ぐには何 が有 効
か？

国際機関をめざす学生も少なくな

学生たちは︑⑴民営化して
公平性を促進する︑⑵法的枠組み

い﹂とゴメズ先生︒

学生に世界への道を開く︑まさ

を改革し規制を強化する︑⑶ 政治
と癒着した組織を解体し︑取締役

にグローバル大学らしさのあふれ

る講義だった︒

会と経営陣を専門家に変える︑⑷
市民の関与によって透明性を促す︑

立命館アジア
太平洋大学

の課題を解説し︑自分たちの考え
た開発政策をスライドで提案する︒
スライドの流れ自体はゴメズ先生
の理論に沿っているが︑見せ方は

記

さまざま︒一組目はガバナンスの

た

英語に不安があったら「言語自主学習センタ
ー
（SALC）
」へ。学生アドバイザーが常駐し、
１対１で学習相談から会話練習までサポー
ト。
国際学生は日本語会話の練習もできます。
カフェのような空間に書籍、漫画、映画上映
もあり、入りやすい雰囲気でした。

Profile

見 つけ

者が

立命館アジア太平洋大学アジア太
平洋学部准教授。2002年コロンビ
ア国立大学卒業後、東北大学にて
博 士 号 取 得。 日 本 国 際 協 力 機 構
（ JICA）研究所研究員として約５年
間勤務。2018年より現職。

と提案︒それぞれの効果・効率︑メ

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

開発に関心があり︑将来国際機関で活躍したいと考えて
いるのなら︑国際協力のプロジェクト事例から︑どのよ
うに相手国とやり取りすれば政策が実現できるかを学
ぶことができます︒
どの国も公共政策はある程度似ているので︑
身近な社会問題の解決方法を見つけることにも役立ちます︒

A Q

グループで︑﹁国有企業の汚職﹂に

の

オ ス カ ル

開発政策FA
講義名 ＞＞＞

本日

２兆円を超える汚職スキャンダルを
解決できる政策はある？
講義

ズ
メ
ゴ
ar A .先 生に
GOME Z O sc
聞きました

関する提案だった︒

汚職はどう防ぐ？
学生が政策を提案
ブラジル︑アンゴラ︑南アフリカ︑
マレーシアで起こった５０００万
億〜２兆円を超える規

ドル〜２００億ドル︑日本円にし
ておよそ

63
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51

開発研究の基礎を学んだ３、
４回生が対象。
公共政策の概念、
政策立案の手法などを学び、
さらに開発問
題に対する政策の分析、
計画、
実施、
評価の仕組みを理解する。
英語のワークショップ形式で行われる。

鮭丼（506円）
鮭丼は、学生の間で人気No.１！ その
まま食べてもおいしいのですが、温泉卵

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

などの小鉢をトッピングすると、さらに
美味！ おススメです。
高大連携支援室

志賀 さん

東京外国語大学DATA
言語文化学部
国際日本学部

国際社会学部

URL http://www.tufs.ac.jp
東京都府中市朝日町３-11-１
TEL 高大連携支援室 042-330-5158

来年建学150周年を迎える日本唯一の国立外国

イチオ

語大学。
言語文化学部、
国際社会学部、
国際日本学

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

部の３学部で構成され、
多様性を力に多文化共生に

この講義では、日本の古い文章の趣を
味わうことができて興味深い。現在４
年生なので、韓国人留学生をサポート
する活動もしています。
将来の夢はITの
仕事に就いて、日本や韓国はもちろん、
世界中で活躍したいと思っています。

人文科学系統

東京外国語大学

11月19日（土）～23日（水・祝）

ＩＴ分野の仕事で
国際的に活躍したい

寄与し、
地球的課題に取り組む人材育成をめざす。

学園祭（外語祭）

西口 茉 莉 花 さん

国際日本学部 国際日本学科 ３年
長野県立 塩尻志学館高校卒

今年のオープンキャンパスは、オン
ライン・オフラインの二本立て。
オンラインもオフラインも、共に予
約制です。予約受付開始はイベント
１カ月前を予定しています。
◆オンラインオープンキャンパス
７月23日（土）～24日（日）
使用アプリ：Zoom
各種相談会、模擬授業、模擬ゼミな
ど（一部予約制）
◆オフラインオープンキャンパス
７月31日（日）
場所：府中キャンパス
大学説明、キャンパス見学など（完全
予約制）

国際日本学部は、社会・文化などいろ
いろな視点から日本について学ぶこ
とができるので、自分のテーマを見つ
けやすいのが魅力です。食に興味があ
るので、日本の食文化の歴史を研究
し、将来は食品関係の仕事につきたい
と思っています。

申 東 勲 くん

オープンキャンパス

日本を多角的に学び
自分のテーマと出会う

国際日本学部 国際日本学科 ４年
水原工業高校
（韓国）
卒

( Information )
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│国際日本学部│国際日本学科│

平安時代の恋物語に
キャッチコピーをつける
﹁中学・高校の古典の授業は文法
重視で、正確に現代語に直すこと
が中心です。けれども本当の﹃読
み﹄は、その先にある。この講義
でめざすのは、そこです﹂
と語る菅長先生。スリルとワク
ワク感に満ちた講義が人気だ。
今日のテーマは平安時代の歌物
語として知られる
﹃伊勢物語﹄
。そ
の第六十九段を、まず先生が朗読
ありわらのなりひら

する。主人公の在原業平と伊勢の
さいぐう

斎宮が一夜を共にする禁じられた
恋のエピソードだ。朗読後、二人
の学生を指名して、この段のスト
ーリーを要約させた。一人は斎宮
の身分を、一人は業平の心情を強
調しつつあらすじを述べる。
﹁古典の解釈には正解はないので

た。堅苦しいイメージの古典が身

キャッチコピーが次々に挙げられ

ちからは、少々スキャンダラスな

から、人の心を動かす和歌の魅力

和歌の素晴らしさが語られること

百七段を読んだ。ここでは業平の

講義の後半は﹃伊勢物語﹄の第

ション方法は、現代にも受け継が

する﹄日本独特のコミュニケー

﹁和歌の特性である、人の心を﹃察

が議論された。ある学生からは、

近に感じられてくる。

作品を
﹁体験﹂
し、
意見を述べることで
自己表現力を磨く
られている斎宮は、なぜ業平に会

加しており、それが日本人学生に

この講義には外国人留学生も参

という意見が出された。

れているのでは？﹂

いに行ったのか？﹂﹁翌朝、業平は

﹁神に仕え、男性との恋愛を禁じ

なぜ自分から斎宮に歌を送らなか

の古典をどう読むのかを知る機会

良い刺激になっているという。
先生からの問いかけに、学生た

になります。留学生は意見をはっ

ったのか？﹂﹁二人の歌から読み取

ちは活発に意見を交換する。和歌

きり言うので、日本人学生も自己

﹁異なる文化背景を持つ人が日本

の一節を巡り、話は﹃伊勢物語﹄

表現力を磨いてほしい﹂

れるそれぞれの思いとは？﹂

成立の経緯にまで広がっていく。

講義を受けた学生からは﹁高校

時代に習った古典作品を読み返し

﹁作品を深く鑑賞することで遠い
過去の出来事を追体験できる。文

てみたくなった﹂
﹁文学を読む﹃姿

せられるという。

勢﹄が変わった﹂などの感想が寄

学を学ぶことは、知識を得るとい
うより体験することなのです﹂
と菅長先生は語る。

東京外国語
大学

東京外国語大学は、西武多摩川線の多磨駅か
ら徒歩３分。大学前には京王バスのバス停も
あり、京王線飛田給駅や調布駅へアクセスも
できます。京王線沿線は比較的家賃が安く、
東京外国語大学の学生も多く暮らしているの
で、バスは学生にとって便利な足なのです。

見 つけ

Profile

はん し

うたあわせ

た

記

す。人によって大切に思うポイン
トが違うのは当たり前。いろいろ

古典の知識を持っていることは一つのステータス。日本
文化を学ぶ外国人と対等に話ができる素養を身につけ
てほしいです。また、日本の文学といっても、古典はそ
の時代背景や人々の考え方が現代と違います。若い人には異文
化体験の第一歩として古典に触れてもらいたいですね。

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

A Q

者が

東京外国語大学大学院国際日本学
研究院教授。1991年東京大学大学
院人文科学研究科国語国文学専攻
修了。2018年より現職。著書（共
著）に『世界のなかの子規・漱石と
近代日本』
（勉誠社）
ほか。

な﹃読み﹄を紹介する中で、その
ことを体感してもらいたい﹂
と菅長先生。

り

講義ではさらに、このエピソー

の

和歌の詞書、歌物語、歌合の判詞、俳文など、韻文と散文の交わる作品、文学批評に関する言説
に触れる。詩歌の鑑賞力を高め、詩歌の読まれる心情が理解できるようになることを目標とする。
ことばがき

日本古典文学１
講義名 ＞＞＞

本日

古典の解釈に正解はない。
自由な『読み』から体感するものとは？
講義

え

生に
菅長 理恵先
聞きました
すがなが

ドにキャッチコピーをつけてみた。
﹁平安時代のロミオとジュリエッ
ト﹂﹁今夜でなければ、
いつ会う？﹂
﹁禁断の恋、疑惑の一夜﹂
。学生た

東京外国語大学 ─国際日本学部─国際日本学科─
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オープン
キャンパスの
情報は
こちらから

ラダとスープ、飲み物がついて500円と
お得です。
畔野 彩里 さん

津田塾 大 学 D A T A
学芸学部
総合政策学部

URL https://www.tsuda.ac.jp/
小平キャンパス
〒187-8577 東京都小平市津田町２-１-１
千駄ヶ谷キャンパス 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷１-18-24
TEL 042-342-5113
（経営企画課）

人文科学系統

カフェ ルポの、季まぐれパスタ。トマ
トソースと焼きチーズがのっていて、サ

小平キャンパスの学芸学部には︑英語英文学科︑国

季まぐれパスタ

際関係学科︑多文化・国際協力学科︑数学科︑情報

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

科 学 科が︑千 駄ヶ谷 キャンパスの総 合 政 策 学 部に

この講義では、イギリスにおける人間
と動物の関係を、歴史や背景から読み
解いていくところが興味深いです。サ
ークルは、アイセックという学生団体
に所属し、
「平和で人々の可能性が最
大限発揮された社会」をめざして活動
しています。

イチオ

津 田 塾 大 学

さまざまな側面から
考える、魅力的な講義

は︑総合政策学科があり︑質の高い教育を提供︒

津田塾祭（小平キャンパス）
10月22日（土）〜10月23日（日）
津田ヶ谷祭（千駄ヶ谷キャンパス）
11月19日（土）〜11月20日（日）

畔 野 彩 里 さん

学園祭

青 柳 花 菜 さん

学芸学部 英語英文学科 ３年
東京都
私立 鷗友学園女子中学高等学校卒

７、８月は「模擬授業」「在学生によ
るQ&Aセッション」などのプログラ
ムを実施予定です。
申込み方法や詳細は、オープンキャ
ンパス特設サイトでお知らせします。
https://opencampus.tsuda.ac.jp/
小平キャンパス（学芸学部）
７月24日（日）、８月13日（土）、８月
14日（日）
2023年３月26日（日）
千駄ヶ谷キャンパス（総合政策学部）
７月17日（日）、８月７日（日）
2023年３月21日（火・祝）
※最新情報は大学公式Webサイト
でご確認ください。

津田塾大学小平キャンパスは、自然豊
かでのびのびと勉強できます。少人数
クラスが多く、先生に質問しやすい雰
囲気も魅力。一橋大学とのインカレサ
ークルで、ガールズヒップホップを踊
っています。将来は英語を生かして活
躍したいです。

英語英文学科 ３年
村上中等教育学校卒

オープンキャンパス

自然豊かな環境で
充実した大学生活

学芸学部
新潟県立

( Information )
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│学芸学部│英語英文学科│

産業革命も影響した？
イギリス人と動物の関係とは
﹁このゼミは学生の発表を中心に
授業を進めています︒資料をしっ
かり読み込み︑イギリス人と動物
の関係について多角的に考察する
ことをめざします﹂と担当の菅先
生は語る︒冒頭では︑先週発表し
た学生が﹁ファッションに動物由
来の素材を使用しないことには︑
どのような問題点があるか﹂とい
う質問に回答した︒
﹁海洋汚染や有害な化学製品が使

する哀れみという感情がありませ
んでしたが︑ 世紀後半から認識
の変化が起こり︑ 世紀末には動

分かれて

分ほど議論を行い︑そ

れぞれのグループから質問や感想

が寄せられた︒

﹁菜食主義は︑動物の生体解剖反

て求心力を失ってしまう︒しかし

も出てきたが︑その活動は︑やが

のための改革をつなげて考える人

社会的弱者のための改革と動物

くるんです﹂と菅先生が言うよう

﹁どの学生も︑いい質問を出して

との関係を知りたい﹂

対運動はあったのか﹂﹁キリスト教

ス以外の国でも動物の生体解剖反

対運動と関係があるのか﹂﹁イギリ

科学の進歩には倫理が必要である

に︑いずれも発表の内容をさらに

のできた中流階級の人々が動物の

発表のあと︑産業革命でゆとり

り︑昭和初期に﹁動物文学﹂とい

影響を受けて動物愛護運動が始ま

先生からは︑日本もイギリスの

深めることになりそうな視点だ︒

生体解剖反対運動の中心となった

うジャンルが生まれたこと︑
第二次

世界大戦後に占領軍が動物愛護デ

また新たな観点から︑人と動物の

次回の発表のテーマは﹁狩り﹂
︒

みにしている学生も多いという︒

意外な情報も︒この豆知識を楽し

痛みを快楽とする倒錯的な文化も

グループ討論で深まる考察
鋭い質問から新たな視点が

報の補足も︒

ーを設けて啓発に努めたことなど︑

こと︑ ︑

世紀末には逆に病や

ったという︒

という認識が強まるきっかけにな

広まりました﹂

物虐待は良くないという考え方が

19

生まれたことなど︑貴重な周辺情

19

用されるなどの問題があり︑最近
では植物由来繊維を使ったヴィー
ガンレザーが登場しています﹂
また︑リアルファーを使用し続
ける企業︑エシカルファッション
の価格の高さにも話題が及んだ︒
続いて今週の担当者が﹁社会的

関係に光が当てられることだろう︒

津田塾大学

記

18

そのあと学生たちはグループに

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

た

屏風絵
「アメリカ留学
（津田梅子）
」
。５号館に
飾られているこの屏風は、1872年に津田梅
子が留学生としてアメリカに到着する場面を
描いています。６歳という幼さで出発した梅
子。帰国後、津田塾大学の前身、女子英学塾
を創立し自立した女性の育成をめざします。

Profile

見 つけ

者が

津田塾大学学芸学部英語英文学科
教授。博士（王立芸術大学（イギリ
ス）
）
。研究分野は人文・社会の観
点からの芸術実践論、イギリス史、
日英交流史。

17

15

この講義では︑現代社会で身近な問題であるベジタリア
ニズムや動物愛護︑環境問題などの背景にある歴史と思
想を考察するので︑まさに高校生の皆さんの日常と直結
しています︒日々の暮らしの中で問題意識を持ち︑問題の背景
を学んで︑現在を深く捉え直すことを目標としています︒

A Q

弱者と動物の生体解剖反対運動﹂

の

に
菅 靖子先生
聞きました

というテーマで発表を行った︒

講義名 ＞＞＞

３年セミナー

本日

動物愛護の精神は、
いつ、
どこで
生まれ、
どのように広まったの？
講義

こ
すが やす

動物の生体解剖の歴史︑イギリ
スにおける動物に対する認識の変
世紀の偉人カーペンター︑

遷︑人間の﹁自然﹂な生活を追求
した

﹁イギリスにはもともと動物に対

点から話は進められた︒

解剖反対運動の失敗という５つの

当時の社会改良運動︑動物の生体

19
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「イギリスにおける人と動物の関係学」
をテーマに、同じ時代に出版された本、パンフレット、雑誌や
絵画などを参照しながら、政治的・社会的・思想的背景を考察。学生の発表を中心に講義を進める。

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

塩ラーメン（350円）
あっさりした塩ラーメンは、授業の合間
にさっと食べられて手軽。女子大なのに
ボリューム満点なところも“推し”ポイ
ントです！
吉本 千珠 さん

フェリス女 学 院 大 学 D A T A
文学部
音楽学部

国際交流学部

URL https://www.ferris.ac.jp/fromferris/
横浜市泉区緑園４-５-３
TEL 入試課 045-812-9183

キリスト教精神に基づく近代的女子教育機関とし

Ferris Festival 2022
11/５（土）、11/６（日）

イチオ

て古い歴史を持つ女子大学。文学部は「文学作品」

大学祭

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

「人間のいとなみ」
「社 会・文 化現象」を対 象 とし、

〈緑園キャンパス〉
来場型・事前予約制・女子高校生対象
10/10（月・祝）

大学でできた友だちに誘われてバド
ミントンサークルに入りました。合宿
ではバーベキューをしたり、近隣のテ
ーマパークに出かけたり。大会に参加
するような熱血運動部ではなかった
けれど、かけがえのない思い出が作れ
ました。

人文科学系統

フェリス女学院大学

授業見学会

楽しく友情を育んだ
バドミントンサークル

英語英米文学科では英語圏の社会・文化を学ぶ。

Ｓ・Ｙ さん

文学部 英語英米文学科 ３年
東京都 私立 東京高校卒

〈緑園キャンパス〉
来場型・事前予約制・保護者同伴可
●夏のオープンキャンパスⅠ
フェリスの学びと入試を知ろう！
７/９（土）、７/10（日）
13：00～16：30
●夏のオープンキャンパスⅡ
あなたの知らないフェリスを
再発見しよう！
８/６（土）
10：00～17：00
●秋のオープンキャンパス
不安を解消！フェリスの入試対策
９/10（土）
10：00～17：00
●冬のオープンキャンパス
これで準備万全！
フェリスの一般入試対策
12/17（土） 13：00～16：30

今後の目標は模索中ですが、公認団体
のフラダンス部に所属しているので、
近い将来ハワイの地を踏みたいです。
部活の広報で担当しているSNSが新
入部員獲得につながった成功体験か
ら、発信する仕事にも興味が湧いてい
ます。

Ｔ・Ｄ さん

オープンキャンパス

フラダンス部の活動から
発信する仕事に興味

文学部 英語英米文学科 ４年
三重県 私立 三重高校卒

( Information )
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│文学部│英語英米文学科│

ノスタルジーに潜む
美化と歪曲を見極める
授業の冒頭、先生はある人気テ
ーマパークのアトラクションの名
を挙げ、こう言った。
﹁この乗り物は、
滝つぼに落ちるス
リリングさで人気ですが、
２０２０
年にアメリカの運営企業が、
﹃この
アトラクションのテーマを変更す
背景を考察しましょう﹂

る﹄と発表しました。今日は、
この
学生が発表形式で報告する。
﹁元になっている映画は、アメリ
カ南部の農場を舞台に、黒人のお
じいさんが白人少年にたくさんの
おとぎ話を語って聞かせるもので
す。アトラクションではその中の
いくつかが再現されています﹂
今回の変更が起きた背景の調査
を担当した学生が、こう問題を指

これに対して学生は、

﹄で
Uncle Remus
す。これは黒人に伝わる民話を集

行された物語﹃

めた作品ですが、作家は白人。つ

﹁奴隷制度につながる人種関係が
美化され、ノスタルジックに表現

まり文化の盗用という問題も潜ん

でいます。

されていることが問題なのです﹂
と答えた。

それに、映画公開当時から批判

があったにもかかわらず、アトラ

年以上経

った１９８９年。なぜ、こんなこ

クションができたのは

学生によると、
NAACP︵全米

とが起きるのか、アメリカの政治

物事を批判的に見るとは？
感性と心の
「目」
を養う
黒人地位向上協会︶は、映画公開

的背景を知ると理解できます﹂
いて強く抗議してきたという。

業では、卒業論文の執筆を視野に

し合わせながら説明を続ける。授

と、アメリカの近現代史と照ら

当時の１９４６年から、作品内で

﹁２０２０年、ミネソタ州でアフ

入れた海外資料の入手方法や閲覧

の黒人と白人の交流の描き方につ

リカ系アメリカ人男性が、白人警

方法についてのレクチャーも行わ
分

秒間、首を圧迫され死

官に

れた。先生はこう言う。
テーマの変更は、これに対する世

題は隠れています。批判的に物事

成につながるでしょう﹂

を磨くことが、より良い社会の形

をとらえるまなざしを持ち、感性
述べたあと、問題点を補足した。

先生は学生たちの報告に講評を

論も追い風となったようです﹂

かけにBLM運動が再燃しました。 ﹁夢のように見える場所にも、問

に至る事件が起こり、これをきっ

46

﹁映画の原作は１８８０年代に発

フェリス
女学院大学

記

摘した。
Black

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

た

緑園キャンパスの最寄りは相鉄線の緑豊かな
緑園都市駅。だけど、正門から１分ほどの距
離には「フェリス女学院」のバス停もありま
す。ここからならJR東海道線、湘南新宿ライ
ン、横須賀線、横浜市営地下鉄の各駅までバ
スで1本。アクセス抜群なキャンパスでした。

Profile

見 つけ

者が

一橋大学卒業後、コロンビア大学
大学院歴史学科修了。東京大学大
学院総合文化研究科附属アメリカ
太平洋地域センター研究員を経て
現職。アメリカ現代史、歴史学が
専門。

40

現代の日本は、アメリカの文化やマーケットの影響を大
きく受けています。だからこそアメリカ社会の考察を通
じて日本の生活や文化に立ち返れば、それらがどう作ら
れているか考察する力や、そこに潜む問題が何かを洞察する力
が身につくでしょう。

A Q

﹁これには、近年、ＢＬＭ︵

︶で知られる人種差
Lives Matter
別抗議運動が影響を与えています﹂
先生が問いかける。
﹁元奴隷である黒人と、使用者の

の

本日

あの人気アトラクションが
人種問題を含んでいたって本当ですか？
講義

とおる

英米文化専門ゼミＡ/英米文化卒論ゼミＡ
講義名 ＞＞＞

8

に
梅﨑 透先生
聞きました
うめざき

側の白人の少年が、互いの立場を
越えて心温まる交流をしているの
なら、問題になる要素がないよう
にも思えるよね？﹂

フェリス女学院大学 ─文学部─英語英米文学科─
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アメリカを知るうえで避けて通れない人種、
格差の構造、
ジェンダーの役割に焦点をあて、
アメリカ社会で
生きる人々の生活を規定する要因が、
いかなる歴史的背景に基づいて形成されたのかを考察する。

ラオスの教育支援を行う学生団体に
所属してチャリティや募金活動など
を行ったほか、国連のインターンも経
験しました。学生が自らの学びを生か
す様子に刺激を受けると同時に、国際
的な課題に視野を広げるいい経験と
なりました。

イチオ

シェフのおすすめ
（味噌汁付き500円）
週替わりの「シェフのおすすめ」がいつ
も楽しみ。この日は「柔らか豚肩ロース

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

のトマト煮込みライスボウル～赤ワイ
ンソースがけ温玉のせ～」でした。
岡 望美 さん

立教大学DATA
文学部
法学部

異文化コミュニケーション学部
観光学部

経済学部

コミュニティ福祉学部

経営学部

現代心理学部

理学部

社会学部

スポーツウエルネス学部（設置構想中）

GLAP

米国聖公会私塾として明治７年開学。
異文化コミュニケ

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

ーション学部では、
コミュニケーションの基本となる日本

広告代理店に就職が決まりました。学
生時代、人身売買被害を減らすための
NPOに所属し情報発信を行っていた
ので、その経験を生かして、将来は自
分の言葉で多くの人の心に届くような
メッセ―ジを発信していきたいです。

語と英語、
さらにもう一つの言語と文化について学び、

一人ひとりの心に届く
情報を発信したい

多様な立場や視点から他者を理解する力を身につける。

【オンラインプログラム

〈一部事前予約制〉】
■LIVE配信
８/１（月）～８/５（金）、８/８（月）、
８/９（火）予定
・模擬授業、教員・学生による学科
紹介、立教生による受験生応援企
画等。
■オンデマンド配信
８/１（月）～８/31（水）
・学部ガイダンス、入試説明、立教
生による受験生応援企画等。
＊各プログラム詳細および予約受付
については、７月頃、大学Webサ
イトに公開予定。

岡 望 美 さん

異文化コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科 ４年
栃木県 私立 國學院大學栃木高校卒

【来場型プログラム〈事前予約制〉】
■池袋キャンパス
８/１（月）～８/５（金）
■新座キャンパス
８/８（月）、８/９（火）
・池袋・新座キャンパスで立教生に
よるキャンパスツアーを実施予定。

URL https://www.rikkyo.ac.jp/
池袋キャンパス 〒171-8501 東京都豊島区西池袋３-34-１
新座キャンパス 〒352-8558 埼玉県新座市北野１-２-26
TEL 入学センター 03-3985-2660

人文科学系統

立 教 大 学

オープンキャンパス

異文化コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科 ４年
埼玉県立 浦和第一女子高校卒

途上国が抱える問題に
取り組みました！

大西 小 夏 さん

( Information )
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│異文化コミュニケーション学部│異文化コミュニケーション学科│

難民はなぜ過酷な労働に
従事するのか
この日は日下部先生の著書﹃ロ
ヒンギャ問題とは何か﹄
︵明石書
店︶の輪読を行う。
﹁第４章
﹃東南アジアのロヒンギャ
難民﹄をまとめてきたのは？﹂
先生の呼びかけに一人の学生が
挙手し、レジュメを配り始めた。
ロヒンギャとはミャンマーでイ
ス ラ ム 教 を 信 仰 す る 少 数 民 族。
２０１７年に軍による弾圧や迫害
から逃れ数十万人が難民となった。
﹁この章ではアチェ︵インドネシ
ア︶にある難民キャンプレポート
を通じて、ロヒンギャの置かれた
現状を紹介しています﹂
学生はそう前置きして、﹁なぜア
チェに難民キャンプが多いのか、

武力に勝る余地はあるのです﹂

改善されました。つまり、言論が

そう締めくくると、ある学生が

人が好むカレーやチョコレートに
ラヤシ畑で多数のロヒンギャの遺

﹁情報発信といえば、最近はウク

必須のパーム油の原料であるアブ
体が見つかったこともあります﹂

ラ イ ナ の 人 にSNSの 投 げ 銭 ＊で

﹁でも、その人が本当にウクライ

と発言した。これに先生は

寄付する人がいますね﹂

と補足した。先生のその言葉に
学生たちも表情を曇らす。
ひととおり発表が終わり、ディ
スカッションに移る。教室にいる

ック︵事実確認︶はしている？﹂

学生は、ほぼ全員が留学を経験し、 ナからの避難民か、ファクトチェ
難民支援団体などにも参加してい

と疑問を投げかけ、続けた。

いことも大事です﹂

援する側の理屈だけで押し進めな

クは基本。正しい情報を得て、支

﹁情報化社会で、ファクトチェッ

る。自身の経験を交えながら活発
な意見交換が行われた。

国際協力や難民支援の
あり方に正解はある？
﹁この章では避難先の近隣国でと

ことで初めて、彼らが本当に必要

な物も変わる。相手の立場に立つ

文化が違えば、大切な物も必要
られた﹃非人道的な難民政策﹄に

とする支援が見えてくる。

担当が変わり、次の発表者は

ついて言及しています﹂

れる姿勢が必要不可欠です﹂

には、互いの文化を知り、受け入

と、
スライドを使って解説を始めた。 ﹁グローバル社会で活躍するため
﹁しかしこれらは、学者やジャー

先生の言葉に学生もうなずいた。

ナリストが世界に情報を発信した
ことにより、国際世論の高まりで

記

そこではどんな支援が行われてい
るのか﹂について解説した。
難民が、避難先の国で就労する

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

立教大学

た

入学センターに、２匹のかわいいクマのぬい
ぐるみ「立教ベア」を発見！ 野球部のユニ
フォームとチアの衣装をかわいく着こなして
います。校友会のホームページから購入がで
き、１つ1200～1500円です。立教ベアの応
援があれば、勉強ももっと頑張れそう?!

Profile

見 つけ

者が

東京外国語大学准教授などを経て、
2020年より立教大学准教授。南ア
ジアをフィールドとした国際協力
論と開発学が専門。2011年、国際
ボランティア学会の「隅谷三喜男
賞」を受賞。

＊インターネット上のコンテンツに対し、視聴者が金銭を送る仕組み。

食べ物や洋服など、皆さんの身の回りの物はほとんどが
途上国で作られています。もはや我々の生活は、
そういっ
た国々なしでは成り立ちません。
これからはアジアやアフ
リカの国々の存在感が国際社会で大きくなっていくでしょう。異
文化理解は将来、ビジネスをするときにも役立つはずです。

A Q

には大きな制限があるという。
﹁生活物資が配給されても欲しい
物が手に入るとは限らず、
支援物資
を売り、お金にする難民もいます﹂

の

本日

母国から逃れ、苦しんでいる難民を
助けるにはどうしたらいいですか？
講義

なお の り

べ

そう発表があると、先生も、
﹁だから難民は水面下で過酷な労
働を強いられ、命を落とすケース
が多いが政府は関与しない。日本

くさ か
先 生に
日下 部 尚徳
聞きました

専門演習
講義名 ＞＞＞
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国際協力をテーマにした文献を精読し、持ち回りで要点発表を行う。
さらに発表者は議論すべき問題や課題を提示し、出席者全員で議論を行い、考えを深めていく。

年

4

食

大学紹介や入試概要・対策、学部の
学びに関する説明動画のほか、同志
社大学の学生の日常をリアルに描い
たプロモーションビデオ、在学生の
座談会動画などを学部情報サイトに
て公開しています。

の学
ュー
ワタシ
シメニ

イチオ

唐揚げ香味ソース＋豚汁
定期的に味付けが変わる唐揚げ系のメ
ニューは、どれもおいしくお気に入りで
す。野菜たっぷりの豚汁を加えると栄養

学部入試
情報サイトは
こちらから

バランスもバッチリです！
（489円）
世古口 峻輔 くん

同志 社 大 学 D A T A
神学部

文学部

理工学部

生命医科学部

社会学部
スポーツ健康科学部

法学部
心理学部

経済学部

商学部

グローバル・コミュニケーション学部

1986年開校の京田辺キャンパスでは、
広大な敷地で

年

4

動画で知る同志社

約9000人の学生が学ぶ。
文化情報学部は、
芸術か

古典文学や歴史、言語学など一般的に
文系に分類されている科目から、コン
ピューター系のプログラミング、デー
タサイエンスなどのいわゆる理系科目
まで、分野を問わず幅広く専門的に学
べ、自分の視野を広げられるところが、
この学部の魅力だと実感しています。

ら経済活動などの社会の動きといった人間の営みを

日時・内容・
申し込みなど
の詳細は
こちらから

多角的に学べるのが
文化情報学部の魅力！

「文化」
と捉え、
データサイエンスの手法で探求する。

７、10、11月に大学紹介、入試に関
する説明会を全国各地で開催します。

草 野 恒 広 くん

文化情報学部 文化情報学科
長崎県立 長崎南高校卒

入試説明会

URL https://www.doshisha.ac.jp/
文化情報学部 （今出川校地）
〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入
グローバル地域文化学部
TEL 075-251-3210（入学課）
政策学部

※同志社大学には「今出川校地」
「京田辺校地」があります。

系統融合型

日時・内容・
申し込みなど
の詳細は
こちらから

同志社大学 文化情報学部

７月・８月に来場型とライブ配信を
併用してオープンキャンパスを実施
いたします。

将来はアニメ業界でデータ分析の手
法を活用して、より効果的な映像表現
を追求し、おもしろい作品づくりに携
わっていきたいです。データサイエン
スの手法は、さまざまな分野に応用で
きるので、進路の幅が広いのも特徴だ
と思います。

世 古口 峻 輔 くん

オープンキャンパス2022

学んだことを生かして
卒業後はアニメ業界に！

文化情報学部 文化情報学科
奈良県立 奈良高校卒
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│文化情報学部│文化情報学科│

どの要素に着目する？
データの取り方がカギに
﹁前回、映画などの文化をデータ
サイエンスの手法で分析する際の
流れが知りたいという声が聞かれ
ました。では突然ですが、皆さん
の好きな食べ物は？﹂という土田
先生の問いに、
学生の一人が﹁カレ
ーです﹂と答えた。
ために、
どんな項目を挙げて説明し

﹁ではカレーのおいしさを伝える
ますか？﹂との問いには、学生から
﹁味﹂
﹁具材﹂などの意見が挙がった。
﹁そうですね。まず明らかにした
い事象の構成要素を列挙したうえ
で重要だと思われる要素に着目し

グループで議論を行い、理解を

学びが実った研究例です﹂と語る。

深めるのも講義の特徴。後半は各

と呼ばれる最小単位に分割し、そ
を数値化し、比較分析や統計分析

グループで重要な点や疑問点をま

の長さや俳優のサイズ、配置など
を実践していく流れだ。

の構成要素に着目するかが難しそ

﹁卒業生の研究で、あるアニメの目

映像文化論が専門の佐野先生は

究対象の文化はもちろん、文学や

どの意見に対して、
土田先生は﹁研

析結果を適切に解釈できない﹂な

う﹂
﹁その文化への理解が浅いと分

とめ、代表者が発表を行った。
﹁ど

文化の解明に理系的手法
文理横断の広い視野が必要

立たなかったキャラクターが後半

照し、知見を深めることが重要で

す。同時にしっかりとデータ分析の

歴史、哲学などの豊富な蓄積を参
析すると、冒頭からショットの使

手法を学び、その手法をどう適用

に強敵を倒し主役と結婚したこと

われ方が主役と同じ傾向のものだ

すれば文化現象を解明できるかを

に着目し、すべてのショットを分

ったことがわかりました。文系的

考えながら、多角的な視点で物事

を捉える力を身につけてください﹂

な研究に理系的アプローチを組み
合わせることで新たな知見を導き

と語りかけ、講義を締めくくった。

同志社大学文化情報学部助
教。博士
（文化情報学）
。統
計科学における方法論に関
する研究が専門。マーケテ
ィングデータやスポーツデ
ータなどの分析にも従事。

出せる、まさに﹃文理共存型﹄の

最寄りのJR学研都市線の同志社前駅から京
田辺キャンパスまでは、歩いて約10分。キャ
ンパスまでの歩道は広々としていて開放感が
あります。また、近鉄の新田辺駅、三山木駅
からはバスが運行していて、それぞれ約10
分、約７分でアクセスできます。

同志社大学文化情報学部准
教授。博士（言語文化学）
。
映像文化論が専門。共編著
に『戦争と日本アニメ』
（青
弓社）
、共著に『
〈キャラク
タ ー〉 の 大 衆 文 化 』
（KADOKAWA）
など。

同志社大学 文化情報学部

Profile

て、どうデータ化するかを考えて

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

映像を観たときやカレーを食べたときなどの、一見数値で表せない人

く知ることにつながります。それを通じて、
より魅力的な表現や商品

の感情や行動をデータ分析で明らかにすることは、私たち自身をよ

などが増えることで、日常をより良くすることに寄与できると考えています。

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

映画は、皆さんが目にするテレビやアニメ、ゲーム、漫画などの表

現の原点です。映像をデータ化して、なぜそのように描かれるの

か、どんな効果があるのかを学ぶことは、映像の新しい姿を知るこ

とにつながります。メディアリテラシーを高めるのにも役立ちますよ。

た

見 つけ

者が

記

Profile

いきます﹂
例えば﹃具材﹄なら重さなどを
計測したり、﹃味﹄なら有名店のカ
レーを基準に比較したりする。﹁数
値化までできれば、データサイエ
ンス科目群で学んだ手法を用いて

の

じゅん

ジョイント・リサーチⅠ
講義名 ＞＞＞

本日

文化をデータサイエンスで
分析するってどういうこと？
講義

A Q

A Q

に
土田 潤 先 生
聞きました
あき こ

つち だ

さ の
生に
佐野 明子先
聞きました

分析していきます。手法が理解で
きればそれほど難しいことではあ
りません﹂と土田先生は話す。
映像の本質を学び、データサイ
エンスの手法で分析することで、
映像の特性や社会との関わりを明
らかにする。映像を﹁ショット﹂

同志社大学 文化情報学部 ─文化情報学科─
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私たちがスマホやテレビで日常的に触れる「映像」をデータとして捉え、
グループで議論を重ねながら分
析の手法を習得。
フィルムスタディーズの基本文献で映像の本質や社会との関連性についても学ぶ。

揚げ餃子に中華あんがかかった「餃子
野菜あんかけ」
。お肉も野菜も一緒に食
べられてとてもヘルシー。一皿で満腹に
なりますよ！

各種イベント
または
大学情報は
こちらから

平谷 佳玲 さん

関西学院大学DATA
神学部

文学部

社会学部

法学部

経済学部

商学部

人間福祉学部

国際学部

教育学部

総合政策学部

理学部

工学部

生命環境学部

建築学部

URL https://www.kwansei.ac.jp/index.html
兵庫県西宮市上ケ原一番町１番155号
TEL 入学センター 0798-54-6135

系統融合型

餃子野菜あんかけ（176円）

14

学 部 を 有 する総 合 大 学。

10

イチオ

兵 庫 県に本 拠 を 置 く

食

の学
ュー
ワタシ
シメニ

「AI活用人材育成プログラム」は、
文系、
理系を問

音楽イベントを企画する仕事に興味が
あります。
「AI活用人材育成プログラム」
は１年生のときから連続して受講して
おり、現在５科目を履修していますが、
AI技術を活用すればいろいろな企画や
解析ができそうな気がしています。

わ ず 全 学 部 生が履 修 で きる科 目 群 で、「AI活 用

キャンピングキャンパス
アウトドアブランド「スノーピーク」
との提携プログラム。神戸三田キャ
ンパスの芝生にテントを張り、
学生同
士が泊まり込みで議論を交わします。
コロナ禍中には、
宿泊を伴わない
１dayキャンプを
実施しました。

AI技術を生かして
イベント企画の仕事がしたい

入門」をはじめとした の科目で構成されている。

総合政策学部 メディア情報学科 ２年
兵庫県 私立 関西学院高等部卒

大学祭「新月祭」
10月下旬〜11月上旬開催予定
関西学院大学の大学祭である「新月
祭」は、西宮上ヶ原キャンパス、西
宮聖和キャンパス、KSC（神戸三田
キャンパス）で開催されます。関西学
院大学の魅力や活気あふれる関学生
との触れ合いを楽しんでください。

関 西 学 院 大 学

高等部の時に「数理科学研究部」とい
う部活に入っていました。数学の理論
を研究したり、論文を投稿したりする
部活なのですが、これを大学にも作ろ
うと先輩たちと共に活動中。2023年
には公認サークルになる予定です。

種 村 圭 依 人 くん

・西宮上ケ原キャンパス
・西宮聖和キャンパス
８月６日（土）～７日（日）
・神戸三田キャンパス
８月11日（木・祝）
詳細が決まり次第、ホームページで
お知らせします。

先輩たちと共に、
新サークルを立ち上げます！

平 谷 佳 玲 さん

オープンキャンパス

総合政策学部 メディア情報学科 ２年
兵庫県 私立 愛徳学園高校卒
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│全学教育科目│

あらゆる分野で求められる
データサイエンス分野に
優秀な人材を送り出す
﹁近年、
ＡＩ︵人工知能︶をはじめ
としたデータサイエンスの知識や、
それを活用するスキルがあらゆる
分野で必要とされています。もは
や文系理系の境界はありません﹂
そう話すのは工学部教授であり、
副学長も務める巳波先生。こうし
た流れをくんで先生が陣頭指揮を
執りスタートさせたのが、
２０１９
年に開講した﹁ＡＩ活用人材育成
プログラム﹂だ。文理の枠を超え
科 目で 構

てすべての学生が履修できる全学
共通科目の一つで、全
成されている。ＡＩユーザー、
すな
わちＡＩ技術を使って課題を解決
できる、
あるいは新しいサービスや
製品を創造できる人材の育成を目
標としている。

Ｉ活用入門﹂を含めた 科目がバ
ーチャルラーニングで講義を行っ

ことを把握し、そのうえで何がで

きるか、どうしたら実現できるの

トソン﹄を手掛けたIBMとの共

学オリジナル。知能システム﹃ワ

科目追加予定︶。﹁内容は完全に本

すが、
﹃ＡＩ活用入門﹄の場合、内

ついてのアンケートを取っていま

﹁各期末に学生たちに講義内容に

聞かれた。

かを考える講義だった﹂との声が

同開発です。開講して３年が経過

容が"難しかった"と答える学生

ていること︵２０２３年度以降

しましたが、常に業界の変化に目

が多い一方で、ほとんどの学生が

" 楽 し か っ た "と 高 い 満 足 度 を 示

を光らせて内容をアップデートし
ています﹂。笑顔で先生が語る。

しています。難しいけれど、楽し

い。これこそが学びの真髄です。そ

れに多くの学生が気づいてくれた

巳波先生は、さらにこう話す。

ことはうれしく思います﹂
﹁ＡＩ活用入門﹂では、ＡＩ技術

﹁技術自体は今後もどんどん変わっ

つかむべきは普遍的な
マインド。
難しさの中から、
学ぶ楽しみを見出そう
についてだけでなく産業構造や技

ていくでしょう。けれど大切なの

はマインドです。本プログラム全

術開発の変遷など、広い視点でＡ
Ｉ技術を捉えようとする。

体を通して、技術を武器に何かを

生み出そうとするマインドを育て

﹁いい意味でＡＩ技術を盲信しな
い人材が育ちます﹂との先生の言

ていきたいと思っています﹂。

先生のこの言葉が印象的だった。

必要なのは創造的なマインド。

葉通り、受講した学生からは﹁Ａ
Ｉ技術でできることとできないこ
とがわかるようになる。できない

今日の講義は高校生の日常と
どのようにつながっていますか？

記

2

本学の「ＡＩ活用人材育成プログラム」は、大手生保会
社など１００社以上に導入されています。今は文系理系
関係なく、どの企業もＡＩをはじめ技術を真に活用でき
る人材を確保しようと必死です。このプログラムで学ぶことで社
会において必要とされ、また実際に活躍できるようになれます。

関西学院
大学

た

神戸三田キャンパスで目にしたオリジナルマ
イボトル。これを買って使えば学内のカフェ
「BIZCAFE」の飲み物が無料になる取り組み
が行われていて、すでに学内のペットボトル
が10万本も削減できたそう。学生たちの間に
SDGsの意識が高まっているのを感じました。

Profile

見 つけ

者が

東京大学理学部数学科卒。京都大
学大学院情報学研究科で博士（情報
学）取得。2002年に関西学院大学
理工学部に着任。現在、工学部教
授。副学長も務める。研究分野は
数理工学。

4

A Q

﹁さらにＡＩユーザーに対して問題

本日

の

ひろよし

解 決 策を提 案できるＡＩスペシャ
リストの育成もめざしています﹂
と巳波先生。聞けば、どの科目
も内容が濃く、
初学向けの﹁ＡＩ活
用入門﹂のみの受講でも十分ＡＩス
ペシャリストをめざせるという。
﹁ＡＩ活用人材育成プログラム﹂

AI技術を使いこなすには
何が大切で、何が必要でしょうか？
講義

み わ
生に
巳波 弘 佳 先
聞きました

AI活用人材育成プログラム
講義名 ＞＞＞

10

の最大の特徴は、 科目のうち
﹁Ａ
10
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近年、注目されているAI技術を自在に活用し、
そこから
「新しい何か」
を創造できる人材育成をめざす。
学内でも指折りの人気講義で、
ベースとなる
「AI活用入門」の2022年春期履修人数は約2600人。

