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1. 授業の概要（ねらい）
This course explores culture and society of America as well as its influences around the world. It allows
students to learn the origin of its society and culture encompassing economy, politics, literature and
gender.
本授業では、アメリカの文化と社会を学ぶとともに、文化と社会による国際的な影響力を考察する。アメリカの根源になる
経済、政治、文学やジェンダーを学修する。
2. 授業の到達目標
・To gain a better understanding of culture and society of America アメリカの文化と社会を理解する
・To think about the relationship between America and international relations アメリカと国際関係の関係性に
ついて考える
・To engage actively through discussion 積極的にディスカッションに参加する
3. 成績評価の方法および基準
・Active class participation (e.g. LMS, discussion) 積極的な授業参加 (例、LMS、ディスカッション) 30%
・Assignments (e.g. translation, reflection papers) 課題 (例、翻訳、リフレクション・ペーパー) 40%
・Final exam 期末テスト 30％
4. 教科書・参考文献
教科書
杉野健太郎 アメリカ文化入門

三修社

5. 準備学修の内容
Read the assigned reading materials beforehand and submit the assignments when given (further
detailed instruction is provided in each class) 教科書や配布された資料を事前に読み、与えられた課題を提出する
（授業毎に詳細な指示をする）
6. その他履修上の注意事項
・This course is conducted mostly in English (materials, discussion, reflection papers) 主な使用言語は英
語（資料、ディスカッション、リフレクション・ペーパー）。
・Except for special reasons, you need to attend all classes punctually and regularly. 特別な理由がない限
り、時間通りにすべての授業に出席しなければならない
・Missing more than one third of the total number of classes will result in a failing grade for the course.
Also, two late arrivals are considered one absence. 授業数の3分の１以上欠席すると、不合格になる。また、2回
遅刻したものを1回の欠席としてみなす
・If you are late for more than 15 minutes, you will be considered “absent” for the class. 15分以上遅刻の
場合、「欠席」としてみなす
7. 授業内容
【第１回】
【第２回】
【第３回】
【第４回】
【第５回】
【第６回】
【第７回】
【第８回】
【第９回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

Introduction (LMS) ガイダンス、授業の内容と進め方 (LMS上で実施)
F ounding F athers of the United States アメリカの建国
Slavery and Civil War 奴隷制と南北戦争
Multiculturalism 多文化主義
Multiculturalism : Black Lives Matter (BLM) 多文化主義: ブラック・ライヴズ・マター(BLM)
P olitics, F ederal Governm ent and State 政治、連邦政府と州
Urbanization, Suburbanization and Environm ent 都市化、郊外化と環境
Relig ion and Life 宗教と生活
History and Literature: from Colonialism to Civil War 歴史と文学：植民地時代 から南北戦争
History and Literature: from Civil War to F irst World War 歴史と文学：南北戦争から第一次世界大戦ま
で
History and Literature: from F irst World War to Second World War 歴史と文学：第一次世界大戦後
から第二次世界大戦まで
Gender ジェンダー
Sum m ary (from Week 2 to Week 12) & F inal Exam まとめ（第2回〜第12回）と期末テスト
Review & Sum m ary 復習とまとめ
As for an additional online class, you would be asked to subm it a reflection paper on LMS (Week
3~Week 13). F urther details would be explained at Week 1 class.
1回分のオンライン授業については、リフレクション・ペーパーを第3回から13回の間に提出する。詳細は第1回の授
業で説明する。

