312115-多言語・多文化社会論概論B

2021/09/28 14:42

2021 年度 言語文化学部

多言語・多文化社会論概論B
時間割コード
312115
担当教員（ローマ字表記）
シートン [SEATON Philip]
授業開講形態

授業形態

単位数

対面

2

授業題目（和文）

秋学期

曜日・時限

実務経験のある教員による授業
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Title（English）

日本社会入門

Introduction to Japanese Society

授業の目標

Goals of the course

このコースにおいて、21世紀の日本が直面している様々な問題を知る。

授業の概要

In this course, students will learn about the various the issues facing Japanese society
in the 21st century.
Overview of the course

21世紀の日本が直面している様々な問題について、毎回テーマを変えて講義する。毎回、論文
や専門書の一章を読む宿題を課す。アクティブラーニングとして、Active Learning Hours
Portfolio（一つのテーマについて論文のレビュー）を完成する。成績は、主に授業中のミニ試
験の点数によって評価する。

キーワード

Each week students learn about a diﬀerent issue facing Japanese society in the 21st
century. Students will read articles and book chapters for homework. Students will
complete an Active Learning Hours Portfolio (reviews of academic papers around a
particular theme). Students' grades are determined mainly by their performance in
class mini exams.
Keywords

日本社会、政治、経済、環境、ジェンダー

Japanese society, politics, economy, environment, gender

授業の計画
No.

学期

Plan
内容

Content

第1回

日本列島（地理、気候、領土）

The Japanese Archipelago (geography, climate, territory)

第2回

人口（人口減少、過疎地域、高齢化社会）

Population (population shrinkage, rural depopulation, aging society)

第3回

多文化社会日本（マイノリティー、大都会と地方、県民性）**ミニ試験１**

第4回

国家の制度（国会、官僚、自治体）

The State (parliament, bureaucracy, local authorities)

第5回

日本経済（産業、農業、ビジネス）

The Economy (industry, agriculture, business)

第6回

仕事（サラリーマン、フリーター問題、男女平等）**ミニ試験２**

Work (full-time work, part-time work, male-female equality). **Mini exam 2**

第7回

家庭（家族の構造、住宅、少子化社会）

Households (family structure, housing, declining birthrates)

第8回

階級（「中流社会日本」、富と貧困）

Class ("middle class Japan", wealth and poverty)

第9回

教育（義務教育、高等教育制度、資格と訓練）**ミニ試験３**

Multicultural Japan (minorities, urban vs rural, prefectural characteristics). **Mini
exam 1**

Education (compulsory education, higher education, qualiﬁcations and training).
**Mini exam 3**

第10回

レジャー（スポーツ、ポップカルチャー、娯楽）

Leisure (sport, pop culture, entertainment)

第11回

環境（震災、エネルギー、自然）

The Environment (disasters, energy, nature)

第12回

アクティブラーニングポートフォリオ１：一つのテーマに関する学術論文５本のレ

ALH1

第13回

ビュー。

ALH Portfolio 1: Reviews of ﬁve academic articles on a uniﬁed theme.

アクティブラーニングポートフォリオ２（ALH1と同じ）

ALH Portfolio 2 (as ALH1)

第14回

人の移動（移住、移民、観光）

The Movement of People (relocation, migration, tourism)

第15回

国際社会の中の日本（国際関係、防衛、国際社会への貢献）**ミニ試験４**

ALH2

Japan in International Society (international relations, defense, contributions to
international society)**Mini Exam 4**

※

成績評価の方法・基準

Grading system for assessment

https://gakumu-web1.tufs.ac.jp/Portal/Public/Syllabus/Print.aspx?lct_year=2021&lct_cd=312115&preview=
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アクティブラーニング・ポートフォリオ（３０％）、チュートリアル（１０％）、ミニ試験
（６０％）

Active Learning Hours Portfolio (30%), Tutorial Sessions (10%), Mini exams (60%)

事前・事後学習【要する時間の目安】

Preview/review

毎週、予習として、コースウェブサイトに載せてある記事・書類などを読む。

Students will read materials on the course website.

履修上の注意

Notes

細かい説明は、クラスのホームページ参照：
http://philipseaton.net/undergraduate-teaching/

Detailed instructions will be on the class homepage:
http://philipseaton.net/undergraduate-teaching/

このコースでオンラインのオンディマンド型資料と対面授業を組み合わせています。

This course uses both online on-demand materials and class discussions.

教科書

教科書1

ISBN

978-0815385875

書名

Understanding Japanese society

著者名

Joy Hendry

出版社 Routledge

出版年 2019

出版社 Cambridge University Press

出版年 2014

備考

参考書

参考書1

ISBN

9781107626676

書名

An introduction to Japanese society

著者名

Yoshio Sugimoto

備考

参考書2

ISBN

978-1529352528

書名

The Deﬁcit Myth: Modern Monetary Theory and How to Build a Better Economy

著者名

Stephanie Kelton

出版社 John Murray Publishers Ltd

出版年 2020

出版社 Routledge

出版年 2014

備考

参考書3

ISBN

9780415857451

書名

Critical issues in contemporary Japan

著者名

edited by Jeﬀ Kingston

備考

参考書4

ISBN

9781604977585

書名

Japan's shrinking regions in the 21st century

著者名

Peter Matanle and Anthony
Rausch with the Shrinking
Regions Research Group

出版社 Cambria Press

出版年 2011

備考

参考書5

ISBN

9781847941398

書名

Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-century economist

著者名

Kate Raworth

出版社 Random House Business Books

出版年 2018

備考

使用言語
英語(E)
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