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●授業のテーマ/Overall Theme for Course 
 日本的社会システムの理解 
 To understand the system of Japanese Society 

●授業のねらい/Goal 
 「郷に入っては郷に従え」（When in Rome, do as the Romans do.）というように、日本での生活において 
“When in Japan, do as the Japanese do.”であることを求められることが多々ある。そこで、日本社会のシ
ステムを、具体的な事例を通して理解する。 
According to a proverb of "When in Rome, do as the Romans do", there will be many opportunities 
demanded on "When in Japan, do as the Japanese do" in Japan. Therefore, this lecture will be consisted to 
understand the system of Japanese society with the concrete examples. 

●授業の方法/Content 
 日本社会の特徴を表す概念・理論・キーワードを紹介し、社会科学的な視点で講義する。また、テー
マにそって、参加学生の出身国についての比較・検討（主として口頭で行う）の機会を設ける。参考書
やプリント、視聴覚資料などを用い、理解の助けとする。様々なメディアを通じて得られる情報を、随時
紹介する。 
Concepts, theories and key words for understanding the trait of Japanese society will be lectured in social 
science viewpoint. In addition, along topics, opportunities of comparisons / examinations between Japan 
and students’ home-countries will be arranged (mainly orally). To help understanding this lecture, a 
textbook, handouts and audio-visual material will be used.  

 

●第1回 シラバス授業（講義の方針、展開方法、基礎概念、目標などの確認） 
To confirm the Policy, the Method of Development, the Basic Concept and the Aim 
about this Lecture

●第2回～第3回 自己紹介の構造 
Self-Introduction of Japanese style

●第4回 日本の地理的条件と文化形成 
Geographical Condition and Culture Formation of Japan

●第5回 実験演習(1) 
Experiment Practice (1)

●第6回～第9回 文化とパーソナリティ 
Culture and Personality

●第10回 実験演習(2) 
Experiment Practice (2)

●第11回～第14回 日本（人）的発想 
Thoughts of Japanese People

●第15回 補講日(1) 
Supplementary Lecture (1)

●第16回～第22回 日本（人）的人間関係 
Human Relations in Japan

●第23回 実験演習(3) 
Experiment Practice (3)
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●教科書/Textbooks 

 

 
●必携参考書/Required reference books 

プリント配布／Handouts 
 
●推薦参考書/Recommended reference books 

開講時に指示する／Announced during the first class meeting 
 

 

 留学生のみ。 Foreign students (non-Japanese students) only.  

 

 終講試験と平常点で評価する。 Evaluated from class participations and term examination. 

 

 履修学生の興味・関心事が講義内容に反映されるので、講義には積極的に「参加」してほしい。講義
連絡などにWebCT（http://webct.ir.nihon-u.ac.jp:8900/）を使用する。 
 Since the students’ interests will be reflected on the contents of this lecture, students will be required to 
participate in a lecture positively. Web CT (http://webct.ir.nihon-u.ac.jp:8900/) will be used as a 
communication tool between students and lecturer. 

 

服部 慶亘 
 ●オフィスアワー／ 質問・相談は、講義の前後またはＥメールで受け付けます。 

 

 

●第24回～第25回 日本（人）的エスノセントリズム
Ethnocentrism in Japan

●第26回～第27回 日本（人）的国際観 
International Thoughts in Japan

●第28回 実験演習(4) 
Experiment Practice (4)

●第29回 補講日(2) 
Supplementary Lecture (2)

●第30回 まとめ 
Conclusion

著者名/Authors 服部 慶亘 

書名/Title of books 補強版ストレス・スパイラル―悩める時代の社会学 
出版社/Publishers 人間の科学社 
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備考/Notes  
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