
 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 遠藤 耕二 

授業科目 哲学 

英  訳 Philosophy 

配当年次    1年次   前期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
「人間」「神」「自然」など、常識とされる考え方を見つめ直していく。過去の哲学者や科学・宗教に影
響を与えた考え方を紹介するとともに、科学文明や現代社会にとって重要な考え方を深める授業にする。 

【授業の目的】 
 人間は生きていく中で社会の常識を身につけ、常識を疑うことなく受け入れる。哲学はこうした常識をこ
える考え方を目指す学問である。この哲学を足がかりに社会や科学文明を支える考え方を見ていく。 

【到達目標】 
・自然という言葉の歴史的な意味を理解し、西洋社会で文明や科学にどう影響を与えたのかを知る。 
・人間の知性と肉体の思想を学び、人間の生命の弱さと強さに対する理解の必要性を考える。 

【準備学習(予習・復習)】 
・授業で扱う予定の哲学者の名前や時代の特徴の他、自然科学の歴史なども調べておくこと。 
・ノートに授業で学んだ思想の特徴と長所・短所をノートにまとめること。わからない場合は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 哲学は何のための学問なのか 

第 ２回 哲学のはじまり ～自然という考え方 

第 ３回 見えるものと見えないもの ～「反自然」と知性の哲学 

第 ４回 アリストテレスの哲学 ～自然と向き合う哲学 

第 ５回 文明の出会い ～西洋哲学はどのように進歩したか 

第 ６回 デカルトの登場 

第 ７回 イギリス経験論 ～科学と哲学の接近 

第 ８回 カントの哲学 ～人間を支えるのは感覚か知性か 

第 ９回 今までを振り返って ～哲学には何ができるのか 

第１０回 哲学を見つめ直す（１）ハイデガーの考える自然 

第１１回 哲学を見つめ直す（２）メルロ・ポンティのからだの哲学 

第１２回 レヴィナスの哲学 ～他人と共に生きるために 

第１３回 科学と哲学（１）科学と哲学の関係 

第１４回 科学と哲学（２）科学的なものの考え方を学ぼう 

第１５回 まとめ 

定期試験 

【教科書】 
 貫 成人『図説・標準 哲学史』（新書館）と毎週配布するプリントを併用する 
 

【参考書】 
 柿木 伸之『共生を哲学する 他者と共に生きるために』（ひろしま女性学研究所）、 
野矢 茂樹『哲学の謎』（講談社） 

【成績評価基準】 
期末試験（50%）、課題提出（30％）、授業に取り組む姿勢（20％）という割合で評価する。 

【メッセージ】 
 哲学は難しいというイメージがありますが、その難しさの大部分は思いもよらないことを考えることの難しさにあ
ります。この授業では考えることの面白さを実感できるものにします。 

 



 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 遠藤 耕二 

授業科目 倫理学 

英  訳 Ethics 

配当年次    1年次   後期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
道徳思想の歴史を通じて人間が道徳や善悪を理解しどのように社会の構築を考えていたのかを見ていく。

また、現代の様々な社会問題に対して道徳がどこまで有効に使えるかを考えていく。 

【授業の目的】 
道徳の大切さを教えられることがあっても「どうして道徳が存在するのか」「社会の問題に道徳は役に立つのか」

を考える機会はあまりない。倫理学を学ぶことで、善悪の区別や社会の中での生き方を自分なりに考えるきっかけを
ともに探していくのがこの授業の目的である。 

【到達目標】 
・善と悪の考え方や知識を身につけ、善悪の区別を自分なりにできる人間として生きることを理解する。 
・社会の問題について様々な視点から考え、調べる習慣を身につける。 

【準備学習(予習・復習)】 
・授業で扱う思想家や民法などの法律についてできる範囲で調べる他、毎日のニュースに触れること。 
・授業で学んだ思想のしくみを整理し長所と短所をそれぞれノートに記す。わからない場合は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 どうして道徳を考えないといけないのか 

第 ２回 善とは何か・悪とは何か 

第 ３回 道徳思想のはじまり ～プラトンの『国家』から 

第 ４回 アリストテレスと徳の倫理 ～「社会のお手本」という生き方 

第 ５回 功利主義の登場  

第 ６回 カントの道徳哲学（１） 理性と道徳 

第 ７回 カントの道徳哲学（２）義務倫理学の登場 

第 ８回 あなたならどうする？ ～倫理学のまとめと応用 

第 ９回 医療倫理（１）専門家として 社会人として 

第１０回 医療倫理（２）生命を奪う医療技術 

第１１回 技術倫理（１）技術と道徳の関係 

第１２回 技術倫理（２）失敗から何を学ぶか 

第１３回 技術倫理（３）社会人として気をつけるべきこと 

第１４回 ロボット倫理 ～人間とは何か 

第１５回 これまでのまとめ 

定期試験 

【教科書】 
プリントと資料を配布し、教科書に代える。 

 

【参考書】 
 アンソニー・ウェストン『ここからはじまる倫理』（春秋社）、児玉聡『功利主義入門』（筑摩書房） 
 

【成績評価基準】 
 期末試験（50%）、課題提出（30％）、授業に取り組む姿勢（20％）という割合で評価する。 

【メッセージ】 
「善とはなにか、悪とはなにか」という疑問は誰もが一度は考えるものですが、学問として考えるということは滅
多にないものです。現代の犯罪や問題と立ち向かう、社会人として必要な道徳をいっしょに見ていきましょう。 

 



 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 橋元 純也 

授業科目 宗教学 

英  訳 Religion 

配当年次    1年次   前期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
第１回は、授業概要のガイダンスをおこなった後、宗教の要件・類型といった基礎的知識をえる。第２～

１１回は、民族宗教・世界宗教・新宗教といった世界の諸宗教の諸相についてまなぶ。第１２～１４回は、
教典・儀礼・芸術・象徴・消費・メディアといったキーワードのもとにさまざまな宗教現象をとりあげ、宗
教と人間または宗教と社会のかかわりについて考察する。 

【授業の目的】 
宗教の要件や類型といった基礎的な知識をえた上で、①諸宗教の歴史・教義・儀式などの諸相をまなび、②宗教学

の立場から現代社会の諸問題をかんがえる視点や方法を獲得し、③幅ひろい知識や教養をともなうコミュニケーショ
ン能力を身につける契機とする。 

【到達目標】 
 宗教に関する概念・事項・事象について、初歩的な知識にもとづく正確な解説文が書ける。 
※作成文章の評価はすべてルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう。 
※科目「宗教学」ルーブリック（ http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-religion ）参照 

【準備学習(予習・復習)】 
 毎回配布する講義プリントの内容を理解・整理しておき、不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 講義概要ガイダンス／宗教の要件と類型 

第 ２回 民族宗教① ヒンドゥー 

第 ３回 民族宗教② ユダヤ教 

第 ４回 民族宗教③ 儒教 

第 ５回 民族宗教④ 神道 

第 ６回 世界宗教① キリスト教 前期 

第 ７回 世界宗教② キリスト教 後期 

第 ８回 世界宗教③ イスラーム 

第 ９回 世界宗教④ 仏教 前期 

第１０回 世界宗教⑤ 仏教 後期 

第１１回 新宗教・ニューエイジ 

第１２回 宗教現象① 経典と儀礼 

第１３回 宗教現象② 芸術と象徴 

第１４回 宗教現象③ 消費とメディア 

第１５回 期末まとめ・総合質問受付 

 

【教科書】 
指定教科書なし。毎回、担当者がプリント資料を作成し、テキストとして配付する。 

【参考書】 
 講義中に必要に応じて示す。 

【成績評価基準】 
毎回の提出物（100％）によって評価する。上記【到達目標】参照。 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 中島 洋治 

授業科目 音楽の世界 

英  訳 Music History 

配当年次    1年次   後期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
 第１回に授業内容についてガイダンスをおこなったうえで、第２回～第１４回において、近現代の音楽に
ついて、文化的・歴史的な背景とともに取りあげていく。第１５回にまとめと補足をおこなう。 

【授業の目的】 
各時代の音楽様式（響きや構造の特徴）を把握しその音楽を聴いて、それがいつ頃の音楽であるか判断できること

を目的とします。また音楽の文化的・歴史的な背景を理解し、その時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され
聴かれたかを考えることも目的の一つです。 

【到達目標】 
音楽史の知識はたんなる言葉の暗記に終わるのではなく、できるだけ多くの作品を時代別に積極的に聴くことで各

自の知識をより奥行きのあるものにし、自分なりの意見を持つことができるようにすることが到達目標です。 

【準備学習(予習・復習)】 
授業中に配布したプリントを整理し内容を理解すること。 

【授業計画】 

第 １回 「音楽の世界」の授業内容について説明 400年の歴史を持つ最高の「娯楽」オペラの鑑賞 

第 ２回  近代音楽の成立 ～J.S.BachとG.F.Handel～ 二人の生涯と作品について解説及び鑑賞 

第 ３回  古典派の音楽Ⅰ ～J.FHaydnとW.A.Mozart～ 二人の生涯と作品について解説及び鑑賞 

第 ４回  古典派の音楽Ⅱ Mozartを題材にした「アマデウス」のＤＶＤ鑑賞 

第 ５回  古典派の音楽Ⅲ  「アマデウス」のＤＶＤ鑑賞 

第 ６回  古典派から前期ロマン派へ 「楽聖」と呼ばれたL.V.Beethovenの生涯について 

第 ７回  前期ロマン派Ⅰ フランス革命が芸術にもたらしたものは？ ドイツリートについて 

第 ８回  盛期ロマン派Ⅱ フランス革命後の芸術（1800年以降に活躍した音楽家の解説と鑑賞） 

第 ９回  盛期ロマン派Ⅲ  イタリア歌劇・フランス歌劇について（G.Verdi G.Puccini G.Bizet等） 

第１０回  後期ロマン派Ⅳ ドイツ歌劇について（W.R.Wagner） 

第１１回  国民楽派の音楽  ロシア・東欧・北欧を中心とした国民主義音楽の解説と鑑賞  

第１２回  印象主義の音楽 C.DebussyとM.J.Ravelについて解説及び鑑賞 

第１３回  近代の音楽 A.Schonberg と I.Stravinsky について解説及び鑑賞  

第１４回  ２０世紀の音楽 前衛的音楽（偶然音楽・具体音楽・電子音楽等）について解説及び鑑賞 

第１５回 「ファンタジア２０００」のＤＶＤ鑑賞（ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄの発達によるｱﾆﾒｰｼｮﾝと音楽） 

      まとめ及び補足 

【教科書】 
私が作成したプリント資料を毎時間配布（№１～№１５まで）一回のプリントは約５～８頁 

 

【参考書】 
 

【成績評価基準】 
授業への取り組みによる平常点（50％）・鑑賞後の感想レポート（20％）・課題提出（30％） 

【メッセージ】 
映像や音楽を聴きながら授業を進めていきますので、私語は絶対に厳禁です。 守られない場合は退席を指示しま

す。また３０分以上遅刻しての入室はできませんのでご了承ください。 

 



 

 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 棚橋 久美子 

授業科目 日本の歴史 

英  訳 Japanese History  

配当年次    2年次   前期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
まず江戸時代の支配の枠組みを理解した上で、その中で生きた庶民の暮らしの実像に迫ります。 

【授業の目的】 
徳川時代、幕藩時代ともよばれる江戸時代は、徳川氏による二百数十年間の長期政権が続き「天下泰平」といわれ

る中で、現在の私たちの生活に繋がる生活文化や生活様式が成立しました。鎖国政策ゆえに自給自足社会を作りあげ
ていた江戸社会のあり様を理解することを目的とします。 

【到達目標】 
 この授業では、江戸時代のさまざまテーマについて学びながら、歴史を捉える多角的な視点や歴史的な思考力を獲
得することを到達目標にしています。 

【準備学習(予習・復習)】 
 前回の授業のノートを見返し、内容を理解できたかを確認し、はっきりしない箇所は質問して下さい。 
 

【授業計画】 

第 １回 日本の歴史と江戸時代 

第 ２回 江戸時代の枠組み－石高制 1－ 

第 ３回 江戸時代の枠組み－石高制 2－ 

第 ４回 江戸時代の枠組み－身分制 1－ 

第 ５回 江戸時代の枠組み－身分制 2－ 

第 ６回 江戸時代の枠組み－鎖国 1－ 

第 ７回 江戸時代の枠組み－鎖国 2－ 

第 ８回 村と百姓 

第 ９回 土地の利用と農業技術の発展 

第１０回 江戸時代のブランド「国産」 

第１１回 貨幣と金融の制度 

第１２回 衣料の大変革－木綿の登場－ 

第１３回 食べる楽しみ－和食の成立－ 

第１４回 暦と時刻 

第１５回 まとめ 

定期試験 

【教科書】 
教科書は使用しません。必要な資料を配付します。 

 

【参考書】 
 授業の中で適宜紹介します。 
 

【成績評価基準】 
受講態度などの平常点(30％)と期末試験成績(70%)で評価します。授業内容の理解を確認するために小テストをしま

すが、このテストの成績を受講態度の評価の素材の一つとします。 

【メッセージ】 
「歴史の授業は覚えることばかり」と思っていませんか。この授業で「歴史は未来への決断を行うにときに現状を
分析する手段の一つである」ことを実感しましょう。 



 

 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 棚橋 久美子 

授業科目 瀬戸内の歴史 

英  訳 History of ‘Setouchi’ Area 

配当年次    2年次   後期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
日本の中での瀬戸内海地域の特徴を理解した上で、瀬戸内海地域を舞台とした江戸時代以降の特色のある

歴史的事象を取り上げて、地域の特性との関わりを考察します。 
 

【授業の目的】 
人間の営みは、生活する地域の地形や気候などの自然条件によって、そのあり様が左右されます。この授業では私

たちが生活している瀬戸内海地域での歴史的事象を素材にして、地域の特性を生かした生活や生産が行われていたこ
とを理解することを目的とします。 

【到達目標】 
この授業は、瀬戸内海地域のさまざまテーマを学びながら、地域の歴史を捉える多角的な視点や地域の歴史的特質

を考える思考力を獲得することを到達目標にしています。 

【準備学習(予習・復習)】 
前回の授業のノートを見返し、内容を理解できたかを確認し、はっきりしない箇所は質問して下さい。 

 

【授業計画】 

第 １回 瀬戸内海地域の特質 

第 ２回 国内交通網と瀬戸内海 

第 ３回 牡蠣養殖1 

第 ４回 牡蠣養殖2 

第 ５回 製塩業1 

第 ６回 製塩業2 

第 ７回 綿業1 

第 ８回 綿業2 

第 ９回 柑橘栽培1 

第１０回 柑橘栽培2 

第１１回 海外移民と広島県1 

第１２回 海外移民と広島県2 

第１３回 軍事県広島1  

第１４回 軍事県広島2 

第１５回 まとめ 

定期試験 

【教科書】 
 教科書は使用しません。必要な資料を配付します。 
 

【参考書】 
 授業の中で適宜紹介します。 
 

【成績評価基準】 
受講態度などの平常点(30％)と期末試験成績(70%)で評価します。授業内容の理解を確認するために小テストをしま

すが、このテストの成績を受講態度の評価の素材の一つとします。 

【メッセージ】 
歴史学は未来への決断を行うにあたって、現状を分析する手段の一つです。歴史を読み解く力をつけましょう。 



 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 橋元 純也 

授業科目 アジアの思想と文化 

英  訳 Asian thought and culture 

配当年次    3年次   前期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
第１回で授業概要のガイダンスをおこなった後、第２回に東洋文化論の基本的視座を確認する。そして第

３回以降に、アジアの世界観・人間観・宗教論・政治論について、具体的な問題を取りあげていく。西洋と
の対比や、日本との関わりなどにも留意しながら、おもに中国の伝統的思想・文化について考察する。 

【授業の目的】 
①アジアの伝統的な思想・文化に関するさまざまな概念・事項・事象をまなび、②多面的な現代文化・世界文化を

理解するための視点を獲得し、③幅ひろい知識や教養をともなうコミュニケーション能力を身につける契機とする。 

【到達目標】 
 アジアの思想・文化に関する概念・事項・事象について、初歩的な知識にもとづく正確な解説文が書ける。 
※作成文章の評価はすべてルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう。 
※科目「アジアの思想と文化」ルーブリック（ http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-asian ）参照 

【準備学習(予習・復習)】 
 毎回配布する講義プリントの内容を理解・整理しておき、不明点は質問すること。 

【授業計画】 

第 １回 講義概要ガイダンス／アジア文化論の視座 

第 ２回 世界観① 天と道と気 

第 ３回 世界観② 無為と自然 

第 ４回 世界観③ 宇宙論 

第 ５回 人間観① 天性と天命 

第 ６回 人間観② 仁義と忠孝 

第 ７回 人間観③ 身体論 

第 ８回 宗教論① 儒教宗教説 

第 ９回 宗教論② 仏教と道教 

第１０回 宗教論③ 鬼神論 

第１１回 政治論① 災異と革命 

第１２回 政治論② 礼法と公私 

第１３回 政治論③ 兵法論 

第１４回 アジア文化論補遺 

第１５回 期末まとめ・総合質問受付 

 

【教科書】 
指定教科書なし。毎回、担当者がプリント資料を作成し、テキストとして配付する。 

【参考書】 
 講義中に必要に応じて示す。 

【成績評価基準】 
毎回の提出物（100％）によって評価する。上記【到達目標】参照。 

【メッセージ】 
 

 



 

区  分 総合教育センター科目群 
教養教育科目－人文科目 担当教員 平瀬 洋子 

授業科目 アメリカの文学と歴史 

英  訳 American History through Literature 

配当年次 3年次   後期 必選別 選択 単位数 2単位 

【授業の概要】 
 大学生としての教養と英語の読解力を高めるために、アメリカ文学を通してアメリカの歴史を学習する。 
 

【授業の目的】 
アメリカ文学作品を通して、アメリカの歴史を再認識し、各時代の社会背景、文化、及び人々の生活や物に対する

考え方を学習すること。 

【到達目標】 
アメリカ文学の作家や作品の時代背景が、理解できるようになること。 

 

【準備学習(予習・復習)】 
 予習：分からない単語は辞書で調べて、テキストを読んでおくこと。 
復習：授業内容が理解できているか、確認すること。 

【授業計画】 

第 １回 Jack Londonについて 

第 ２回 作品の紹介 

第 ３回 George Lucas について 

第 ４回 作品の紹介 

第 ５回 Laura Ingalls Wilder について 

第 ６回 作品の紹介とまとめ 

第 ７回 Ernest Hemingway について 

第 ８回 作品の紹介 

第 ９回 John Richard Herseyについて 

第１０回 作品の紹介 

第１１回 Thomas Jeffersonについて 

第１２回 作品の紹介 

第１３回 Margaret Mitchellについて, 作品の紹介 

第１４回 Mark Twain  

第１５回 作品の紹介とまとめ 

定期試験 

【教科書】 
Lives and Works of 12 North American Writers   著者： Joe Lauer    出版社：成美堂 
 

【参考書】 
 必要に応じて、授業で紹介する。 
 

【成績評価基準】 
課題 (レポートを含む)：30%、授業への取り組み：20%、期末試験：50% 
 

【メッセージ】 
 毎時間、授業にはテキスト、配布されたプリント、辞書を持参すること。 
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