
講座番号 講座名 学期 ⽇程 時限 ページ

21101 ⼭と⽇本⼈－⽇本⽂化の根底を探るー 鈴⽊ 正崇 （ 名誉教授（⽂学部） ） 春前半 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇ 2 2

中妻 照雄 （ 経済学部 教授 ）

嘉治 佐保⼦ （ 経済学部 教授 ）

福原 正⼤ （ 経済学部 特任教授 ）

21103
ニュースの⾒⽅、考え⽅（その1）

―ジャーナリズム論の視点から時事問題を読みとく―
⼤⽯ 裕 （ 法学部 教授 ） 春前半 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇ 3 6

駒形 哲哉 （ 経済学部 教授 ）

加茂 具樹 （ 総合政策学部 教授 ） 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇

⼩嶋 華津⼦ （ 法学部 教授 ）

安⽥ 淳 （ 法学部 教授 ）

21105 福澤諭吉の⽣涯をたどる―１２０年のときをこえて ⻄澤 直⼦ （ 福澤研究センター 教授 ） 春前半 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇ 3 10

坂井 利彰 （ 体育研究所 准教授 ）

加藤 貴昭 （ 環境情報学部 准教授 ）

神武 直彦 （ ⼤学院SDM研究科 教授 ）

稲⾒ 崇孝 （ 体育研究所 専任講師 ）

21107 経済学らしくない経済学を学ぼう 中島 隆信 （ 商学部 教授 ） 春前半 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇ 4 14

21108 デジタル化と市場経済の未来―サイバー⽂明の夜明け― 國領 ⼆郎 （ 総合政策学部 教授 ） 春前半 5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇ 5 16

清家 篤 （ 名誉教授（商学部） ）

⾵神 佐知⼦ （ 商学部 准教授 ）

21110
ニュースの⾒⽅、考え⽅（その2）

―激変するメディア環境におけるニュースのあり⽅・受け⽌め⽅を考える
牧野 和宏 （ ⼀般社団法⼈共同通信社 前常務理事 ） 春後半 6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇ 3 20

21111 ⽂章表現 ⼩説・エッセイの書き⽅（その１） ⿊川 英市 （ 三⽥⽂學編集部 渉外広報担当主任 ） 春後半 6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇ 3 22

⽥村 次朗 （ 法学部 教授 ）

隅⽥ 浩司 （ 東京富⼠⼤学 経営学部 教授 ）

杉⽥ ⼀真 （ 産業能率⼤学 教授 ）

21113 あなたの中の動物たち―⼼の起源を訪ねて― 渡辺 茂 （ 名誉教授（⽂学部） ） 春後半 6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇ 4 26

⽥村 次朗 （ 法学部 教授 ）

⼭内 慶太 （ 看護医療学部 教授 ）

笹沼 泰助 （ 株式会社アドバンテッジパートナーズ 代表パートナー ）

朝⽐奈 ⼀郎 （ ⻘⼭社中株式会社 筆頭代表CEO ）

21115
ビジネス・教養のための経済法則を学ぶ

―ポスト・コロナ時代の経済と政府の役割―
藤⽥ 康範 （ 経済学部 教授 ） 春後半 6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇ 5 30

⼭中 直明 （ 理⼯学部 教授 ）

渡辺 克也 （ 理⼯学部 特別招聘教授 ）

⼤槻 知明 （ 理⼯学部 教授 ）

⻘⽊ 義満 （ 理⼯学部 教授 ）

21117 詩の楽しみ⽅―実作と合評 岡 英⾥奈 （ 三⽥⽂學 編集部主任 ） 秋前半 9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇ 3 34

21118
近代⽇本を考えるヒント（その１）

ー「選挙ポスター」で歴史を読み解くー
⽟井 清 （ 法学部 教授 ） 秋前半1 9⽉25⽇、10⽉2⽇ 3・4 36

21119 近代⽇本を考えるヒント（その２）ー「歌」で歴史を読み解くー ⽟井 清 （ 法学部 教授 ） 秋前半2 10⽉9⽇、16⽇ 3・4 38

21120 幸福経営学―従業員と社会を幸せにする働き⽅とは― 前野 隆司 （ SDM研究科 教授 ） 秋前半2 10⽉9⽇、16⽇ 3・4 40

21121 Society5.0における法―⾃由と規制の未来 ⼤屋 雄裕 （ 法学部 教授 ） 秋後半 10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 2 42

21122 ⽂章表現 ⼩説・エッセイの書き⽅（その2） ⿊川 英市 （ 三⽥⽂學編集部 渉外広報担当主任 ） 秋後半 10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 3 44

21123 中華料理から⾒た⽇中⽂化交流史話 ⼭本 英史 （ 名誉教授（⽂学部） ） 秋後半 10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 3 46

陣崎 雅弘 （ 医学部 教授 ）

岸本 泰⼠郎 （ 医学部 専任講師 ）

武林 亨 （ 医学部 教授 ）

宮⽥ 裕章 （ 医学部 教授 ）

21125
戦略⽴案のためのモデル分析⼊⾨

―AIの活⽤による予測モデル分析を中⼼として－
藤⽥ 康範 （ 経済学部 教授 ） 秋後半 10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 5 50

駒村 圭吾 （ 法学部 教授 ）

倉持 麟太郎 （ 弁護⼠（弁護⼠法⼈Next代表） ）

※２限（10:45〜12:15）、３限（13:00〜14:30）、４限（14:45〜16:15）、５限（16:30〜18:00）

※やむを得ない事由により講義が休講となった場合、原則次の⽇程で補講を実施します。（春学期︓6⽉12⽇(⼟)、7⽉17⽇(⼟)、秋学期︓10⽉23⽇(⼟)、12⽉4⽇(⼟)）

※形式、受講料（回数）︓レクチャー形式、15,000円（4回）

※講師の所属・職位は、2021年3⽉1⽇時点のものです。

21109

3

担当講師

春後半 18

4

8

12

申込締切  春前半︓4/26（⽉）春後半︓6/4（⾦）秋前半︓9/10（⾦）秋後半︓10/15（⾦）

２０２１年度　講座一覧　（日程・時限順）

2

3

4

2

21102 春前半

21104 春前半

春前半21106

21116

21114

21112

春後半 28

秋前半 32

6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇

9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇

5

2

春後半 246⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇

21124 秋後半 4810⽉23⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 4

21126 秋後半 5210⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇ 5

デジタルトランスフォーメーション⼊⾨
ー⼈と組織のアプローチ

⽶中「新冷戦」の⾏⽅
―コロナ禍で中国は何を⽬指しているか︖

慶應スポーツ最前線
－コーチングとデータ活⽤の融合－

超⾼齢社会を⽣きる︓
⽣涯現役社会を実現して豊かな⻑寿社会を将来世代に伝える

リーダーシップ基礎実践講座

リーダーシップと教養講座

理⼯学部 学問のすゝめ
ーBeyond５Gのビジネスチャンスー

未来の医療とヘルスケア
―ICT・AIとビッグデータを活かす

さようならリベラル︕また会う⽇まで。

5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇

5⽉22⽇、29⽇、6⽉5⽇、12⽇

6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
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2021年06⽉19⽇(⼟)
3限（13:00〜14:30）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 春学期後半 講座番号 21112

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考

・1回(90分)、全4回の講座です。・皆様がより受講しやすいように、昨年度までの内容を厳選して4回の講座にまとめまし
た。・⾃らの課題解決・⽬的達成に向けていかに周囲を巻き込み動かすか、そのために必要な様々なスキルを学びたいと希
望される⽅向けの実践的な講座です。社会⼈のみならず⼤学⽣、⼤学院⽣の⽅も社会に出る前にぜひ⾝につけていただけれ
ばと思います。受講者の希望があれば、4時限も延⻑して実施します。「リーダーシップと教養講座」との同時受講を推奨
します。

講座概要

リーダーシップ基礎実践講座は、21世紀の⼤きな変⾰の中で社会に求められるリーダーシップとは何か、社会に貢献し、新しい価値を⽣み出すためにはどのようなス
キル・⽅法論を⾝につけるべきかについて、主体的に学び、そして塾⽣同⼠が共に学び合う講座です。この講座では、組織内交渉⼒（グループ・ダイナミクス）や交渉
学といった、リーダーシップのための最新のスキル・⽅法論を学びます。さらに、その学びを社会に還元するため、講座内で協働して社会性と事業性を兼ね備えた政策
を⽴案・提⾔します。このような学びを通じて、塾⽣は、密度の濃い対話と深い内省の機会を得ることが可能です。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席（最終⽇は必須）かつ担当教員による判定

講師紹介

⽥村 次朗 
慶應義塾⼤学 法学部 教授／ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー（本講座コ
ーディネーター）

慶應義塾⼤学法学部教授／ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー／（本講座コーディネーター）
 専⾨は、経済法、国際経済法、および交渉学。各省庁などの委員を務めるとともに、⽇⽶通商交渉、WTO（世界貿易機関）交渉等に携わる。ダボス会議（世界経済フォーラム）の「交渉と紛

争解決」委員会の委員等、最前線における国際交渉の活躍経験もある。⽇本における「リーダーシップ基礎」・「交渉学」の研究・教育の開発に取り組んでいる。

隅⽥ 浩司  東京富⼠⼤学 経営学部 教授

東京富⼠⼤学経営学部教授、慶應義塾⼤学法学部法律学科卒業、同⼤学⼤学院法学研究科⺠事法学専攻後期単位取得退学、博⼠（法学）（慶應義塾⼤学）。 専⾨は、経済法、国際経済法及び
交渉学。東京⼤学先端科学技術研究センター特任研究員を経て現職。慶應義塾⼤学グローバルリサーチインスティテュート上席客員所員ならびに⾦沢⼯業⼤学⻁ノ⾨⼤学院イノベーションマ
ネジメント研究科客員教授を兼任。

杉⽥ ⼀真  産業能率⼤学 教授

産業能率⼤学経営学部教授、学⻑補佐、教育⽀援センター⻑。 専⾨は、経済法、交渉学、リーダーシップ開発、Collaborative Approach©。経営コンサルタントとして⼤⼿企業のマーケティ
ング戦略の策定などに従事した後、慶應義塾⼤学院政策・メディア研究科特任准教授、福澤諭吉記念⽂明塾運営委員等を歴任。研究活動と並⾏して⼤学の教育改⾰に取り組み、複数の⼤学で
教育プログラムの開発やカリキュラム改⾰に携わる。⽇本⾼等教育開発協会「JAED Good Teaching Award」受賞。⽂部科学省「⼤学教育改⾰加速プログラム（AP）」事業推進責任者を務
め、S評価を獲得。⼤学通学課程事業推進委員会副委員⻑。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

リーダーシップ基礎実践講座
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年06⽉19⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

講師︓⽥村 次朗（慶應義塾⼤学法学部教授・ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカ
デミック・アドバイザー）/杉⽥ ⼀真（産業能率⼤学教授）

 主題︓リーダーシップ実践Ⅰ 〜課題提⽰
 説明︓⾃⾝のリーダーシップを再確認・再構築する機会として、他者と協働で社会課題解決に取り組みます。

2021年06⽉26⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

講師︓隅⽥ 浩司（東京富⼠⼤学経営学部教授）
 主題︓対話⼒と戦略的意思決定

 説明︓組織内対話⼒向上に不可⽋なスキルと、⼼理バイアスを乗り越えた適切な意思決定実践のための⽅法論につ
いて学びます。

2021年07⽉03⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

講師︓隅⽥ 浩司（東京富⼠⼤学経営学部教授）
 主題︓交渉⼒

 説明︓交渉学の基礎理論について、模擬交渉を実践し、交渉学の基礎理論について学びます。

2021年07⽉10⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

講師︓杉⽥ ⼀真（産業能率⼤学教授）
 主題︓リーダーシップ実践Ⅱ 〜最終発表

 説明︓グループごとに最終提⾔を発表し、リーダーシップ実践全体を振り返ります。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年06⽉19⽇(⼟)
4限（14:45〜16:15）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 春学期後半 講座番号 21113

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。

講座概要

⽇本のことは外国と⽐較することでよりよく分かるようになります。⼈間の⼼も、他の動物と⽐較することによってより深い理解が得られます。ヒトの⼼は進化の結果
として獲得されたものと考えられます。そのうちのいくつかは、私たちだけが持っているものですが、いくつかは動物と共有しているものです。霊⻑類と共有している
ものもありますが、ネズミと共有しているものも、⿃と共有しているものも、⿂と共有しているものもあります。そして、それらの動物たちもその動物に固有なものと
他の動物と共有しているものを持っています。この講座では、私たちの中の動物と共有する⼼を尋ねてみようと思います。⼼の進化を探る旅です。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

渡辺 茂  慶應義塾⼤学 名誉教授

慶應義塾⼤学卒業後、⼤学院に進学し、そのまま⼤学に40年間勤めました。⼼理学の研究室にいたわけですが、⼀貫して動物の実験に従事しました。「硬い」研究ではハトの視覚認知の神経
機構の研究をしましたし、空間記憶と海⾺という脳の場所の関係も調べました。「軟らかい」研究では、ハトに絵画の弁別を訓練することに成功し、イグ・ノーベル賞を受けました。⼩⿃が
現代⾳楽より古典⾳楽を好むことも突き⽌めました。また、マウスも共感を持つことも明らかにしました。それらの成果のいくつかは講座の中で紹介できると思います。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

あなたの中の動物たち―⼼の起源を訪ねて―
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年06⽉19⽇(⼟)
 4限（14:45〜16:15）

主題︓知覚世界の多様性︓動物たちの世界と私たちの世界
 説明︓視覚を中⼼に、私たちが⾒ている世界と動物の世界がどう違うのかを話します。

2021年06⽉26⽇(⼟)
 4限（14:45〜16:15）

主題︓知性の多様性︓私たちは頭が良いのか
 説明︓万物の霊⻑と⾔われるヒトは当然頭が良いと思われます。しかし、最近の研究はそうでもないことを⽰して

います。

2021年07⽉03⽇(⼟)
 4限（14:45〜16:15）

主題︓社会⾏動の多様性︓私たちだけが「道徳的」か
 説明︓ここでは道徳がどのように進化してきたのかを考えます。

2021年07⽉10⽇(⼟)
 4限（14:45〜16:15）

主題︓脳の多様性︓私たちの脳は特別か
 説明︓ヒトは⼤きな脳を持っていますが、他にも⼤きな脳を持っている動物がいます。⼈脳の特徴はなんでしょう

か。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年06⽉19⽇(⼟)
5限（16:30〜18:00）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 春学期後半 講座番号 21114

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考

・1回(90分)、全4回の講座です。・皆様がより受講しやすいように、厳選した講師陣による4回のセッションに⽣まれ変わ
りました。・実社会で活躍する各界のリーダーやプロフェッショナルの先⽣⽅のお話は、社会⼈のみならず、⼤学⽣、⼤学
院⽣の⽅々にとっても、社会に出てから役⽴つ知識・発⾒が多いと思います。「リーダーシップ基礎実践講座」との同時受
講によって、より実践的な⼒がつくカリキュラムになっています。

講座概要

21世紀は、教育の概念が⼤きく変化します。これまでのいわゆる受験勉強のような暗記型、あるいは受動的に知識をインプットするようなものではなく、主体的に考
え、⾃ら答えを⾒出す能動的な姿勢が求められるのです。そして、私たちは⽣涯、常に学び続ける必要があるのです。 
 この「リーダーシップと教養講座」では、その新しい学びのスタイルを実現します。実社会で豊富な経験を持つ各界のリーダーやプロフェッショナルを講師として招
聘し、講師の問題意識・課題を共有します。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

⽥村 次朗 
慶應義塾⼤学 法学部 教授／ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー（本講座コ
ーディネーター）

慶應義塾⼤学法学部教授／ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカデミック・アドバイザー／（本講座コーディネーター）
 専⾨は、経済法、国際経済法、および交渉学。各省庁などの委員を務めるとともに、⽇⽶通商交渉、WTO（世界貿易機関）交渉等に携わる。ダボス会議（世界経済フォーラム）の「交渉と紛

争解決」委員会の委員等、最前線における国際交渉の活躍経験もある。⽇本における「リーダーシップ基礎」・「交渉学」の研究・教育の開発に取り組んでいる。

⼭内 慶太  慶應義塾⼤学 看護医療学部・⼤学院健康マネジメント研究科教授

平成3年慶應義塾⼤学医学部卒業、医学部助⼿を経て、2001年看護医療学部助教授、2005年より看護医療学部・⼤学院健康マネジメント研究科教授、現在に⾄る。専⾨は、医療政策・管理
学、精神医学、塾史。博⼠(医学)。慶應義塾横浜初等部の開設準備室⻑、部⻑を歴任。慶應義塾福澤研究センター所員、⼀般社団法⼈福澤諭吉協会理事を兼ねる。『福澤諭吉著作集』第5巻、
『練習は不可能を可能にす』、『⽗ ⼩泉信三を語る』、『アルバム ⼩泉信三』、『⼩泉信三エッセイ選』を編集。主な共著書に『福澤諭吉歴史散歩』『慶應義塾歴史散歩』（以上慶應義塾⼤
学出版会）など。

笹沼 泰助  株式会社アドバンテッジパートナーズ 代表パートナー

慶應義塾⼤学法学部卒業、同⼤学⼤学院経営管理研究科修了（MBA取得）、ハーバード⼤学ジョンエフケネディ政治⾏政⼤学院修了（MPA 取得）。 ⼤学卒業後、積⽔化学⼯業株式会社⼊
社。⼤学院修了後、ベインアンドカンパニーおよびモニターカンパニーにて⽇⽶欧有⼒企業の企業戦略の⽴案、個別事業の競争戦略の⽴案、収益性改善計画の⽴案と実⾏などの業務に従事。
1992年アドバンテッジパートナーズを創⽴、共同代表パートナーに就任。1997年⽇本初となるバイアウトファンド設⽴。以来、プライベートエクイティ投資事業に従事。アドバンテッジパ
ートナーズは東京、⾹港、シンガポール、上海にオフィスを有する。

朝⽐奈 ⼀郎  ⻘⼭社中株式会社 筆頭代表CEO

1973年⽣まれ。東京⼤学法学部卒業。ハーバード⼤⾏政⼤学院修了(修⼠)。経済産業省ではエネルギー政策、インフラ輸出政策、経済協⼒政策などに携わる。「プロジェクトK（新しい霞ヶ
関を創る若⼿の会）」初代代表。2010年に⻘⼭社中株式会社を設⽴。政策⽀援・シンクタンク、教育・リーダー育成を⾏うほか、8つの⾃治体（三条市、那須塩原市、川崎市、沼⽥市、⽣駒
市、妙⾼市、軽井沢町、越⾕市）のアドバイザー、ビジネス・ブレークスルー⼤学⼤学院客員教授なども務める。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

リーダーシップと教養講座
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年06⽉19⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

講師︓⼭内 慶太（慶應義塾⼤学看護医療学部・⼤学院健康マネジメント研究科教授）
 主題︓リーダーシップと福澤諭吉

 説明︓企業の不祥事や停滞がしばしば指摘されるが、そのような企業と経営者共通の特質は何か、福澤先⽣の「独
⽴して孤⽴せず」「多事争論」「怨望」等の議論を基に考えたい。

2021年06⽉26⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

講師︓笹沼 泰助（株式会社アドバンテッジパートナーズ 代表パートナー）
 主題︓リーダーシップとビジネス

 説明︓PE投資事業を通して観察された、組織内における地位を超越したリーダーシップのあり⽅について議論す
る。

2021年07⽉03⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

講師︓朝⽐奈 ⼀郎（⻘⼭社中株式会社筆頭代表CEO）
 主題︓リーダーシップと教育

 説明︓変⾰に向けた⾏動を起こすリーダーに必要とされる要素はなにか、また、その習得法について解説する。

2021年07⽉10⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

講師︓⽥村 次朗（慶應義塾⼤学法学部教授／ハーバード⼤学国際交渉学プログラム・インターナショナル・アカ
デミック・アドバイザー）

 主題︓リーダーシップ基礎⼒をつけるために必要なアカデミックスキルとは 〜リーダーシップ基礎教育への挑戦
〜

 説明︓リーダーシップと教養教育がなぜ必要なのか、本講座の⽬的を解説する。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年06⽉19⽇(⼟)
5限（16:30〜18:00）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 春学期後半 講座番号 21115

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。

講座概要

「⼀匹のアリを観察するだけでは、アリの集団全体の振る舞いを把握できない。」というモーブッシン（Michael J. Mauboussin, 1964-）の⾔葉に象徴されるよう
に、少数の個⼈の⾏動から社会全体を理解することは困難であり、そこで「社会科学の⼥王」である経済学が必要となります。⼀⽅、変化し続ける社会を分析対象とす
る経済学においては、現在の理論が過去の集積の頂点ではないので、経済学の歴史を俯瞰し、古典によって現在の経済学を相対化することが不可⽋です。 
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とはビスマルク（Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen, 1815-1898）の⾔葉。 
経済学の歴史を顧みて様々な考えの根底を⾒据え、未来に踏み出すための⼿掛かりをつかむ――これが本講座の⽬的です。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

藤⽥ 康範  慶應義塾⼤学 経済学部 教授

慶應義塾⼤学経済学部卒（表彰学⽣）東京⼤学⼤学院⼯学系研究科修了。博⼠（⼯学 東京⼤学）
 専⾨は応⽤経済理論・経営⼯学。数式によって経済や経営を記述し、連⽴⽅程式や条件付き最適化問題の解として政策や戦略を策定する⽅法を研究しています。最近では、視野を拡げ、付加

価値を⾼めるための実践的研究を⼤学のゼミナールで⾏っています。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

ビジネス・教養のための経済法則を学ぶ―ポスト・コロナ時代の経
済と政府の役割―
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年06⽉19⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

主題︓債務残⾼/GDP⽐率の決定に関する経済法則
 説明︓増税や政府⽀出の増加が債務残⾼/GDP⽐率に与える影響を考えます

2021年06⽉26⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

主題︓GDPの決定に関する経済法則
 説明︓GDPの決定に関するケインズの考え⽅の基礎を学びます

2021年07⽉03⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

主題︓政府⽀出の効果に関する経済法則
 説明︓2回⽬のモデルに基づいて、政府⽀出の効果に関するケインズの考え⽅の基礎を学びます

2021年07⽉10⽇(⼟)
 5限（16:30〜18:00）

主題︓債務残⾼/GDP⽐率とGDPの同時決定に関する経済法則
 説明︓1回⽬と3回⽬のモデルを融合して、景気を悪化させずに債務問題を解決する⽅法を考えます

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年09⽉25⽇(⼟)
3限（13:00〜14:30）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期前半 講座番号 21117

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。

講座概要

できるだけ速く、無駄は省略し、正確な答えにたどり着くこと。それを最善とする場⾯は多いです。しかし、詩（にかぎらずあらゆる作品）の書き⽅・読み⽅に「正
解」はありません。⼈の数だけ、さまざまな書き⽅・解釈の仕⽅があります。たった⼀⾏に何時間、何年⽴ち⽌まってもいいし、時には誤読や⾒間違い、勘違いさえも
創作の種になります。講座のなかで⾃由に書く・読むことを通して、たったひとつの⽅向に縛られない創作の楽しさを体験していただきたいです。詩は、特別なものや
難しいものではなく、どんな⼈でも⽣活のなかで楽しめる表現です。詩を通して⾒える、これまでとは違った新しい世界に、少しでも触れていただけるような講座を⽬
指しています。 

専⾨的な知識を学ぶというよりは、⼊⾨編の講座です。 

みなさんによる詩の実作・合評を繰り返し、詩を⾃由に書く・読む楽しさを知ることを⽬標とします。 
２回⽬の講義以降、毎週宿題として詩を書いていただきます。 
（宿題の提出は修了条件には⼊りません。無理はなさらず、提出できる⽅のみ提出してください） 
つくっていただいた詩をお互いに読む合評を通して、⾃分の作品を客観的に⾒る⼒、他の作品を創造的に読む⼒も養います。 

・講義内容は詩を中⼼にしておりますが、⼩説や三⽥⽂学会会員投稿欄『ろばの⽿』の掲載を⽬指したエッセーの書き⽅についても講義を通して触れる予定です。 
・初めての⽅も再受講の⽅もぜひご受講ください。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

岡 英⾥奈  三⽥⽂學 編集室主任

⼤阪府⽣まれ。慶應義塾⼤学⽂学部国⽂学専攻卒業。2016年、⼩説「カラー・オブ・ザ・ワールド」で第22回三⽥⽂学新⼈賞佳作。 ⼩説、詩、評論、書評などを発表。演劇・ポエトリーリ
ーディングの活動も⾏う。https://twitter.com/erina______oka

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

詩の楽しみ⽅――実作と合評
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年09⽉25⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓書く
 説明︓⾝の回りのすべてが創作の種になります。詩がどのように⽣活のなかでうまれるか、詩⼈の⽂章や作品から

探っていきます。

2021年10⽉02⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓合評①
 説明︓宿題として実際につくっていただいた詩を合評いたします。想像もしていなかった他者の読み⽅を知ること

は⼤きな刺激になります。

2021年10⽉09⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓合評②
 説明︓2回⽬同様、新しくつくっていただいた詩を合評いたします。詩の推敲についても触れます。

2021年10⽉16⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓合評③＋エッセーの書き⽅
 説明︓最後の合評です。また、三⽥⽂学会会員投稿欄『ろばの⽿』の掲載を⽬指したエッセーの書き⽅についても

少し触れます。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年09⽉25⽇(⼟)
3限〜4限（13:00〜16:15）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期前半 講座番号 21118

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考
・1回(90分)、全4回の講座です。・参考⽂献 ⽟井清『第1回普選と選挙ポスターー昭和初頭の選挙運動研究』（慶應義塾
⼤学出版会、2013年）。本講座の⼟台となる著作ですので参考として紹介しましたが、⾼価ゆえ履修に際しての事前購⼊
や読了は不要です。

講座概要

 歴史を繙く時、活⽤する資料としてどのようなものを想像しますか︖政治家や⽂⼈を始めとする著名⼈が残した⽇記、書簡、著作、さらには同時代に発刊された新聞
や雑誌などが頭に浮かぶかと思います。しかし、歴史資料は、それだけに限りません。同時代に制作されたもの、それが時代を映している限り、思わぬものも歴史資料
になります。「選挙ポスター」もその⼀つです。 
 「選挙ポスター」を⽷⼝にして、昭和初頭の政治状況を浮き彫りにすることが、本講座の最終⽬標です。昭和初頭、政党や候補者は、どのような「選挙ポスター」を
制作し、何を訴えたのでしょうか︖「選挙ポスター」の検証を通じ、同時代の選挙並びに選挙運動の内実に迫ります。それは、現代の選挙、選挙運動にも通じることで
あり、⽇本の政治⽂化の特徴を解き明かすことになり、さらには、隣国の選挙運動の起源の⼀端を探ることにもつながります。 
 ところで、我が国に、選挙ポスターが活⽤されるようになったのは、いつ頃かご存じでしょうか︖それが活⽤されるようになった契機は⼀体何だったのでしょうか︖
実は、こうした素朴な質問に、明確に答えられる研究は⾏われていませんでした。政治学研究の分野で、選挙研究は盛んに⾏われ、近年の発展は⽬覚ましいものになっ
ていますが、選挙運動の内実にまで踏み込んだ研究はそれほど多くはありません。さらに「選挙ポスター」に注⽬した研究は殆どないと⾔ってもよいかもしれません。
それは、どうしてなのでしょうか︖ 
 その理由を説明すべく、「歴史資料」の発掘（ここでは「選挙ポスター」）の経緯とその解明の道筋を履修者とともに辿っていきたいとも考えています。それは、推
理⼩説の謎解きをするような⾯⽩さであり、知的好奇⼼をくすぐる営みでもあります。歴史研究の醍醐味を堪能するための知的冒険の窓⼝に皆さんをお連れしたいと思
っています。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

⽟井 清  慶應義塾⼤学 法学部 教授

慶應義塾⼤学法学部教授（法学博⼠）。専攻︓近代⽇本政治史（政治家、⾔論⼈、思想家、政党、選挙、メディア、プロパガンダ、を主対象とする歴史研究）。ハーバード⼤学（ライシャワ
ー研究所、イェンチン研究所）、 中央研究院（台湾）、オックスフォード⼤学（⽇産・⽇本研究所）、各研究所の訪問研究員を歴任。 主要著作︓『写真週報とその時代㊤㊦』（編著、慶應義
塾⼤学出版、2017年）。『第1回普選と選挙ポスター・昭和初頭の選挙運動』（慶應義塾⼤学出版、2013年）。『原敬と⽴憲政友会』（慶應義塾⼤学出版、1999年）。『満州事変の衝撃』
（共著・頸草書房、1995年）。『⼤⿇唯男』（共著、櫻⽥会、1995年）。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

近代⽇本を考えるヒント（その１）ー「選挙ポスター」で歴史を読
み解くー
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年09⽉25⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓歴史資料の発掘と選挙ポスター
 説明︓選挙ポスター発掘の経緯とその資料的価値を、歴史研究を⾏う上での⼀次資料（原資料）に当る⼤切さとと

もに解説します。

2021年10⽉02⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓男⼦普選と選挙ポスター
 説明︓男⼦普選実現に伴い、本格的に導⼊された選挙ポスターを実際に⾒ながら解説を加え、同時代の政治状況を

明らかにしていきます。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年10⽉09⽇(⼟)
3限〜4限（13:00〜16:15）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期前半 講座番号 21119

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。

講座概要

 「歌は世につれ世は歌につれ」という⾔葉があります。「歌」は、時代を映す鏡と⾔えるかもしれません。そうであるなら、「歌」により歴史を繙くことができるの
ではないでしょうか。本講座は、そうした壮⼤で野⼼的ともいえる、あるいは無謀と表現した⽅がよい挑戦を、昭和の戦争の時代を射程に置いて試みるものです。 
 この時代、⼈々が⼝ずさんだ「歌」、⼀般に「軍歌」と呼称されている「歌」から同時代の⽇本⼈の精神を読み解いていきます。「軍歌」と⾔うと、戦意昂揚のため
の「勇ましい歌」を想像しがちですが、皆さんは、そうした印象に捉われすぎていませんか。⼤衆の共鳴を⽣んだ「軍歌」は、「勇ましさ」より、どこか「哀愁」や
「悲壮感」さえ漂うものです。「軍歌」の中で、敵はどのように描かれたのでしょうか︖「軍歌」の中では、敵の打倒を⽬指して、何が、どのように歌われたのでしょ
うか︖「軍歌」は、戦時下、時代が下るに従い、その内容を変化させたのでしょうか︖他国のそれと⽐較すると何が⾒えてくるのでしょうか︖これらの問題に切り込ん
でいきます。 
 さらに、昭和の戦時下、国内に響き渡った「軍歌」は、敗戦とともにどのような運命を辿ったのでしょうか︖その検証作業は、GHQ占領下、戦後⽇本に形成された
⾔論空間の特徴を解き明かすことにもつながります。敗戦に伴い、政府により⾏われた検閲は撤廃され、⽇本国⺠は⾔論や思想の⾃由を獲得したと教えられてきました
が、そうした理解だけで⼗分なのでしょうか︖「歌」が辿った運命を辿りながら、ＧＨＱ占領下の⾔論統制の実際にも迫っていきます。 
 実際に「歌」を視聴してもらいます。時代の旅先案内⼈として解説を加えながら、履修者の皆さんを昭和の戦中戦後の時代へとお連れします。是⾮とも、同時代を追
体験する「歴史旅⾏」の醍醐味を味わっていただきたいと思っています。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

⽟井 清  慶應義塾⼤学 法学部 教授

慶應義塾⼤学法学部教授（法学博⼠）。専攻︓近代⽇本政治史（政治家、⾔論⼈、思想家、政党、選挙、メディア、プロパガンダ、を主対象とする歴史研究）。ハーバード⼤学（ライシャワ
ー研究所、イェンチン研究所）、 中央研究院（台湾）、オックスフォード⼤学（⽇産・⽇本研究所）、各研究所の訪問研究員を歴任。 主要著作︓『写真週報とその時代㊤㊦』（編著、慶應義
塾⼤学出版、2017年）。『第1回普選と選挙ポスター・昭和初頭の選挙運動』（慶應義塾⼤学出版、2013年）。『原敬と⽴憲政友会』（慶應義塾⼤学出版、1999年）。『満州事変の衝撃』
（共著・頸草書房、1995年）。『⼤⿇唯男』（共著、櫻⽥会、1995年）。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

近代⽇本を考えるヒント（その２）ー「歌」で歴史を読み解くー
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年10⽉09⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓戦中戦後の⾔論統制について
 説明︓敗戦後、⽇本国⺠は戦前の抑圧から脱し、平和と⺠主主義の掛け声の下、⾔論と思想の⾃由を謳歌したと考

えられ、教えられてきました。果たして、そうした理解だけでよいのでしょうか︖

2021年10⽉16⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓「軍歌」の検証とその辿った運命について
 説明︓昭和の戦時下、⽇本⼈なら誰もが⽿にし、⼝ずさんだ「歌」を⽷⼝に、歴史の内奥に切り込んでいきます。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年10⽉09⽇(⼟)
3限〜4限（13:00〜16:15）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期前半 講座番号 21120

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。・2020年度開講の講座と同内容の講座となります。

講座概要

初⽇には幸福学の基礎について、2回⽬には幸福経営学の基礎について、それぞれ学ぶ。 
幸福学とは、幸せに関する学問の総称であり、⼼理学を中⼼にしながら、幸せなモノづくり、コトづくり、組織づくり、街づくりなどの応⽤分野も含む。講座では、ま
ず、幸せについての著名な研究について述べる。また、幸せには⻑続きしない幸せ（地位財を得たことによる幸せ）と⻑続きする幸せ（⾮地位財による幸せ）があるこ
とを述べる。次に、⾮地位財による幸せのうち、⼼的要因についての因⼦分析を⾏って求めた「幸せの4つの因⼦」について述べる。4つの因⼦とは、やってみよう因
⼦（⾃⼰実現と成⻑の因⼦）、ありがとう因⼦（つながりと感謝の因⼦）、なんとかなる因⼦（前向きと楽観の因⼦）、ありのままに因⼦（独⽴と⾃分らしさの因⼦）
である。つまり、夢や⽬標を持ち、多様な仲間と助け合い、前向きかつ⾃分らしく⽣きる⼈は幸せである。私たちは、それぞれの仕事や活動を通して、全ての⼈が幸せ
に⽣きることのできる世界を構築すべきである。 
幸福経営学とは、幸福学を経営に⽣かすことを⽬的とした学問である。まず、幸福度の⾼い社員は⽣産性や創造性が⾼く、⽋勤率や離職率が低いことが知られている。
また、俯瞰的な視点が幸福度につながることも知られている。これらより、社員を幸せにする経営が有効であることがわかる。もちろん、幸せの4つの因⼦に基づく経
営も重要である。このため、これらの条件を満たした幸福経営のあり⽅や、幸福度診断と従業員満⾜度やエンゲージメントなどの他の指標との関係について、事例も交
えて述べる。 
また、いずれの⽇にも、講義の後に、質疑応答の時間やグループディスカッションの時間を⼗分に取り、総合的な理解を⾼めることを⽬指す。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

前野 隆司  慶應義塾⼤学 ⼤学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授

1984年東京⼯業⼤学卒業、1986年同⼤学修⼠課程修了。キヤノン株式会社、カリフォルニア⼤学バークレー校訪問研究員、ハーバード⼤学訪問教授等を経て現在慶應義塾⼤学⼤学院システ
ムデザイン・マネジメント研究科教授。慶應義塾⼤学ウェルビーイングリサーチセンター⻑兼務。博⼠（⼯学）。著書に、『感動のメカニズム』（2019年）、『幸福学×経営学』（2018
年）、『幸せのメカニズム』（2014年）、『脳はなぜ「⼼」を作ったのか』（筑摩書房，2004年）など多数。専⾨は、システムデザイン・マネジメント学、幸福学、イノベーション教育な
ど。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

幸福経営学―従業員と社会を幸せにする働き⽅とは―
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年10⽉09⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓幸福学の基礎（Introduction to Well-Being Study）
 説明︓地位財と⾮地位財、幸せの4つの因⼦（やってみよう、なんとかなる、ありがとう、ありのままに）など、幸

せの基礎について学ぶ。

2021年10⽉16⽇(⼟)
 3限〜4限（13:00〜16:1

5）

主題︓幸福経営学の基礎（Introduction to Well-Being Management）
説明︓伊那⾷品⼯業をはじめとする幸せな経営を実践する経営の事例を交えて、幸福経営学の基礎について学ぶ。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年10⽉30⽇(⼟)
2限（10:45〜12:15）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期後半 講座番号 21121

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。・2020年度開講の講座と基本的に同内容の講座となります。

講座概要

⼈⼯知能（AI）技術の発展は、我々の⽇常にすでに影響を与え始めており、社会全体を⼤きく変化させる可能性を秘めている。その先に展望されるSociety5.0が実現
するものがサイバー（情報）とフィジカル（物質）の世界の融合だというのはどのような意味かを、第三段階としての⼯業社会・第四段階としての情報社会との対⽐に
よって検討したのち、その展開のなかで法がどのような変容と危機に直⾯するかについて議論する。具体的には、IoT（internet of things; モノのインターネット）、
ビッグデータ、プロファイリング、ロボティクスなどこの分野で広く⾔及される概念が相互にどのように関連しどのような社会を実現すると考えられるのか、そこにお
いて広く導⼊されると考えられる新たな統治⽅法であるアーキテクチャやナッジの特質と危険性、広範囲な情報収集と監視が快適な⽣活に結び付く事例として最近注⽬
されている「個⼈信⽤スコア」の社会的意義などを確認した上で、それらにより近代以降の社会の基礎となっている法にどのような影響が⽣じるかを分析する。その
際、たとえば⾃動運転技術の発展によって交通事故の責任配分や⾞検制度に変化が⽣じるといった具体的な法制度への影響を取り上げるよりは、法が全体として前提し
ているさまざまな理念、たとえば⾃律的な個⼈やその⾃⼰決定、予測可能性と回避可能性に依存する責任といったものの変容とゆらぎを主として扱うことにする。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

⼤屋 雄裕  慶應義塾⼤学 法学部 教授

1974年⽣まれ。慶應義塾⼤学法学部教授、専攻は法哲学。東京⼤学法学部卒、同⼤学助⼿・名古屋⼤学⼤学院法学研究科助教授・教授等を経て現職。著書に『⾃由とは何か︓監視社会と「個
⼈」の消滅』（ちくま新書、2007年）、『⾃由か、さもなくば幸福か︖︓21世紀の〈あり得べき社会〉を問う』（筑摩選書、2014年）、『裁判の原点︓社会を動かす法学⼊⾨』（河出ブッ
クス、2018年）等がある。内閣府「⼈間中⼼のAI社会原則検討会議」構成員、総務省「AIネットワーク社会推進会議」構成員、総務省情報通信政策研究所特別研究員などを務める。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

Society5.0における法―⾃由と規制の未来
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年10⽉30⽇(⼟)
 2限（10:45〜12:15）

主題︓Society5.0と変容する社会
 説明︓サイバーとフィジカルの融合とはどのような意味か、それがもたらす社会のあり⽅と法の関係について考え

る。

2021年11⽉06⽇(⼟)
 2限（10:45〜12:15）

主題︓AIの発展と法の⽀配
 説明︓⼈⼯知能技術の発展が法にどのような危険をもたらすのか検討し、その対策を考える際の視点を分析する。

2021年11⽉13⽇(⼟)
 2限（10:45〜12:15）

主題︓アーキテクチャとナッジ︓新たな統治⼿法
 説明︓我々が選択を⾏なう環境を物理的にデザインすることを通じて⾏使される権⼒のあり⽅について分析する。

2021年11⽉27⽇(⼟)
 2限（10:45〜12:15）

主題︓個⼈信⽤スコアからデジタル・レーニン主義へ
 説明︓ビッグデータをもとに個々⼈の⾏動・特性を評価するシステムの社会的意義について検討する。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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2021年10⽉30⽇(⼟)
3限（13:00〜14:30）

開催回︓4回

受講料︓15,000円（税込）

学 期 秋学期後半 講座番号 21122

教 室 オンライン講座 形 式 レクチャー形式

備 考 ・1回(90分)、全4回の講座です。

講座概要

⽂章は才能ではなく技術で書く。そのために必要なテクニックを理論と実践、読むことと書くことから学んでいきます。 
秋学期より、実践的に創作していきましょう。 読者を意識するということを念頭に、書く。書いたものはクラスで読んでもらう。 
⾃分で書いたものを読んでもらい、意⾒を聴くというのは、なかなか経験できない勉強になるはずです。 
他の受講⽣に読んでもらうことも⼤切ですが、どうしても抵抗ある⽅は、私からの講評だけにいたします。

修了条件

全講座回数の4分の3以上の出席および担当教員による判定

講師紹介

⿊川 英市  三⽥⽂學編集部 渉外広報担当主任

1979年東京⽣まれ、慶應義塾⼤学経済学部卒。出版社勤務を経て、現在、東京⼯芸⼤学芸術学部講師。三⽥⽂學編集部勤務。⼩説「リンガの彼⽅」で第⼆⼗三回三⽥⽂学新⼈賞奨励賞受賞。
「ディーピカ」（「三⽥⽂學」133号）、「跛⾏」（「三⽥⽂學」142号）「座談会 アジア放浪から⾒えるもの」（「三⽥⽂學」131号）等。

※三⽥オープンカレッジは⼟曜⽇４回で本格的な学術に触れる新しい学びの場です

⽂章表現 ⼩説・エッセイの書き⽅(その2)
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スケジュール

⽇ 時 内 容

2021年10⽉30⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓「⽇本語の特性」と表現⽅法
 説明︓⽇本語には、他⾔語にはない特性がいくつもあります。無意識に使っている⾔語を⾒直して、その特性を使

った表現⽅法を考えます。

2021年11⽉06⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓創作について
 説明︓いくつかの例を読みながら、読者を意識するということを考えます。

2021年11⽉13⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓創作１
 説明︓まずは短い作品を書いてみましょう。書いたものはクラスで読んでいきます。第三者に読んでもらうという

ことを考えましょう。

2021年11⽉27⽇(⼟)
 3限（13:00〜14:30）

主題︓創作２
 説明︓3回⽬の続きです。

受講のお申込み

開催回︓4回 受講料︓15,000円（税込）

講座概要
【実施⽇程】

  

 春学期前半︓5⽉15⽇、22⽇、29⽇、6⽉5⽇
 春学期後半︓6⽉19⽇、26⽇、7⽉3⽇、10⽇
 春学期補講︓6⽉12⽇、7⽉17⽇
 秋学期前半︓9⽉25⽇、10⽉2⽇、9⽇、16⽇
 秋学期後半︓10⽉30⽇、11⽉6⽇、13⽇、27⽇
 秋学期補講︓10⽉23⽇、12⽉4⽇
【募集形式別受講料・募集⼈数】
 講座I（レクチャー形式、全4回）︓1.5万円、70名
 講座II（ゼミ形式、全8回）   ︓10万円、20名

 三⽥オープンカレッジ公式ページ  https://www.moc.keio.ac.jp/

 三⽥オープンカレッジ事務局連絡先  keio-moc@withus-inc.co.jp
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