
　「総合教育セミナー」は、学生が自分で問題をみつけ、調査・思考し、論理的・説得的な表現（口頭発表やレ
ポート）でその成果を伝える経験を積むことを目的としています。みなさんの多くが苦手意識をもっている

「アウトプット」の能力を伸ばしませんか？それは大学での課題に取り組む際はもちろん、日常生活において
も必ず役立つ力です。
　このセミナーは理工学部設置科目ですが、その内容は自然科学にとどまりません。人文科学や社会科学
に関する授業も多く、各教員がそれぞれの得意分野を活かしたセミナーを展開しています。このパンフレッ
トを眺めてみただけでも、みなさんの興味をひきつけるものがいくつも見つかるのではないでしょうか。
　日吉開講科目のなかで「総合教育セミナー」は、教員と学生、そして学生同士の距離がもっとも近い授業
のひとつといえます。20名以下の少人数で進められますから、口頭発表の方法やレポート作成の仕方に
迷ったときには、その道のエキスパートである教員からの的確なアドバイスをもらえるのが魅力です。セミ
ナーによっては、さまざまな学部・学年の学生が参加していますので、同じ興味をもった友人たちと出会える
素晴らしい機会となっているように思います。
 セミナーを通して、みなさんは、さまざまな知識やひととの繋がりが人生を豊かにし、生きるうえでの最大
の武器となることを実感するでしょう。春学期もしくは秋学期に、春学期に受講してみて面白ければさらに
秋学期も、そして1年生も2年生も、それより上の学年のみなさんも是非「総合教育セミナー」を受講してみ
てください。割とハードなのに受講者の満足度が非常に高い科目。それが「総合教育セミナー」です。
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理工学部 総合教育セミナー幹事　荒木 文果

理工学部 総合教育セミナーとは

4月3日（月）12：30～5日（水）16：45  履修申告期間（一次申告）

総合教育セミナー  Ⅰ・Ⅱ 履修にあたっての注意事項

総合教育セミナー Ⅰ　履修申告の流れ

＊ 履修にあたっては講義要綱・シラバス、および時間割を入念に確認してください。
＊ 各クラスの募集人数は原則として20名です。希望者が多い場合は抽選になります。
＊ 複数のクラスを履修申告することは可能ですが、2科目以降は自由科目としての履修となります。
＊ （理工学部生のみ）総合教育セミナーⅠは、履修登録取消不可科目です。
　理工学部生以外の学生は、各学部の履修案内の指示のとおりです。   

＊ 総合教育セミナーⅠ（春学期開講）の履修を希望する場合、この
期間に申告してください。

4月6日（木）18：00（予定）  履修調整結果発表

＊ 履修申告の結果、定員を超過した場合には履修者数調整を行
います。調整の結果は、「履修申告」画面で確認してください。

4月6日（木）18：00～初回授業の前日まで　　
履修申告期間（二次申告）

＊ 一次申告後、定員に余裕のある科目は二次申告期間でも引き
続き履修申告できます。履修申告画面で選択できる科目が申
告でき、一次申告で定員に達した科目は画面に表示はされず、
履修申告はできません。

＊ 二次申告期間に申告する場合、初回授業の前日までに必ず履
修申告を終えてください。

＊ 初回授業日に選抜を行います。選抜の結果は初回授業の翌日ま
でにkeio.jpのメールアドレス宛に通知されますので、必ず確認
してください。（13日（木）の授業は当日中に通知されます。）

9月26日（火）12：30～28日（木）16：45  履修申告期間（一次申告）

総合教育セミナー Ⅱ　履修申告の流れ

＊ 総合教育セミナーⅡ（秋学期開講）の履修を希望する場合、この
期間に申告してください。

9月29日（金）18：00（予定）  履修調整結果発表

＊ 履修申告の結果、定員を超過した場合には履修者数調整を行
います。調整の結果は、「履修申告」画面で確認してください。

9月29日（金）18：00～初回授業の前日まで　　
履修申告期間（二次申告）

＊ 一次申告後、定員に余裕のある科目は二次申告期間でも引き
続き履修申告できます。履修申告画面で選択できる科目が申
告でき、一次申告で定員に達した科目は画面に表示はされず、
履修申告はできません。

＊ 二次申告期間に申告する場合、初回授業の前日までに必ず履
修申告を終えてください。

＊ 初回授業日に選抜を行います。選抜の結果は初回授業の翌日ま
でにkeio.jpのメールアドレス宛に通知されますので、必ず確認
してください。

セミナー紹介動画はこちらから ☞ 
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下記はあくまでも略述です。各講義名をクリックすると講義要綱のページに移動できます。
必ず詳細を確認してください。授業形態がクラスごとに異なるので、とくに注意してください。

総合教育セミナー 
春学期 SPRING

Ⅰ
警察の存在は、あらゆる物語において無視できないものになってい
ます。この存在がどのように物語を駆動させているかを、さまざま
なジャンル（映画、テレビドラマ、小説、漫画など）の実例を検討す
ることで明らかにしていきます。各自が発表をもとにレポートを作成
します。

「物語における警察の表象」

熊木 淳

環境問題の解決には、多様な価値観をもつ利害関係者との対話が不
可欠です。本授業では、対話を促進する環境教育指導者のスキル習
得を目指します。具体的には、グループワークで参加型アクティビ
ティ体験やファシリテーション実践をおこない、実施プログラムを考
案します。

「環境問題のファシリテーションを学ぶ」

推理小説というジャンルはどのように成立してきたのでしょうか？ 
レポート作成の基本について説明を受けたうえで、推理小説の実作
品（短篇）を取りあげて発表とレポート作成をおこないます。あわせ
て、日本語文章術に関する本も読みます。

「推理小説を読む」

高桑 和巳 角田 季美枝

一般相対論の枠内では、重力は距離の概念を変更する【時空の歪
み】として扱われます。「ブラックホールと時空の方程式～１５歳から
の一般相対論～」の輪講を通じて、大学1年生でも一般相対論を理
解できるか挑戦します。

「大学１年生からの一般相対性理論」

In this class we will read and discuss selected short stories 
from Haruki Murakami in English. Class discussions will be 
held in English and a final essay on one or more of the 
stories will be required at the end of the semester.

「Reading Haruki Murakami’s
Short Stories in English」

ディル、ジョナサン 檜垣 徹太郎

科学が急速に発展するだけでなく、社会の状況も刻々と変化してい
る今日、科学者たろうとする者は科学の果たすべき責任について考
えていくことが重要です。いくつかのテーマについて発表やディス
カッションをおこないながら、責任のあり方について一緒に考えてい
きます。

「科学/科学者の社会的責任」

見上 公一

衣服、身振り、クルマ、料理、インテリアなど、私たちの日常生活は多
くの記号によって支配されています。日常にみられるそのような記号
性を探し出して分析し、最後には記号に関する小論文を書くことを
目的とします。自分の意見を言ったり、発表する機会が多いので、積
極的な参加が求められます。

「日常生活にひそむ「記号」をかんがえる」

精神分析の創始者フロイトは夢を無意識への王道と考えました。研
究者や人々が夢をどのように考えたかについて、受講生の皆様によ
るグループまたは個人発表を通して学びます。希望があれば、受講
者の皆様の夢について、みんなで連想することもしたいと思っていま
す。対面授業です。

「夢分析入門」

秋田 恭子 朝妻 恵里子

人と人がともに住まう都市空間の創成と成長について考えます。自
分が紹介したい都市を選び、広報担当者になったつもりで、その都
市の歴史を紐繙き、現状を分析、未来への展望を語ってください。期
末レポートも提出してもらいますが、主眼は発表力の向上に置かれ
ています。

「都市を知る ―街を創る 比較都市の旅 （１）」

芸術家にして科学者であるレオナルド・ダ・ヴィンチをとりあげ、各自
のテーマを掘り下げながら、よりよいプレゼンの方法を身に付けま
す。後半はグループに分かれて、わたしたちの展覧会を作成します。
また、効果的に作品展示する方法を学ぶため展覧会を観覧します。

「バーチャル美術館」

荒木 文果 岩波 敦子

効果的な外国語学習法を、教える立場からではなく学習者の立場か
ら考えます。それぞれの参加者が初習言語の学習を通じて気づいた
学習言語の特徴について、また学習経過および学習成果について発
表し、レポートします。これらの中で「書く力」「話す力」、そして「聞
く力」を身に付けます。

「ことばの学び方 
―初習外国語 の効果的学習方法を考える―」

ジャポニスム（日本趣味）をキーワードに、海外で日本文化はどのよ
うに受容されてきたか、日本や日本人はどのように捉えられてきた
かを考えつつ、そこから見えてくるさまざまな問題について議論しま
す。そのなかで各自テーマを見つけ、発表とレポートの作成をおこな
います。

「外国から見た日本」

上野 理恵 亀ヶ谷 昌秀

自分が関心をもっている研究分野や将来就きたいと思っている仕事
のことは、意外に知らないものです。研究史や研究意義、成果や問
題点、未来への展望など具体的な内容を様々な角度から調べます。
また、それをわかりやすく発表し、レポートにまとめます。

「自分が興味を抱いていることを
様々な角度から調査し、考察を深める」

木下 京子

総合教育セミナー 春学期Ⅰ
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総合教育セミナー 
春学期 SPRING

Ⅰ
警察の存在は、あらゆる物語において無視できないものになってい
ます。この存在がどのように物語を駆動させているかを、さまざま
なジャンル（映画、テレビドラマ、小説、漫画など）の実例を検討す
ることで明らかにしていきます。各自が発表をもとにレポートを作成
します。

「物語における警察の表象」

熊木 淳

環境問題の解決には、多様な価値観をもつ利害関係者との対話が不
可欠です。本授業では、対話を促進する環境教育指導者のスキル習
得を目指します。具体的には、グループワークで参加型アクティビ
ティ体験やファシリテーション実践をおこない、実施プログラムを考
案します。

「環境問題のファシリテーションを学ぶ」

推理小説というジャンルはどのように成立してきたのでしょうか？ 
レポート作成の基本について説明を受けたうえで、推理小説の実作
品（短篇）を取りあげて発表とレポート作成をおこないます。あわせ
て、日本語文章術に関する本も読みます。

「推理小説を読む」

高桑 和巳 角田 季美枝

一般相対論の枠内では、重力は距離の概念を変更する【時空の歪
み】として扱われます。「ブラックホールと時空の方程式～１５歳から
の一般相対論～」の輪講を通じて、大学1年生でも一般相対論を理
解できるか挑戦します。

「大学１年生からの一般相対性理論」

In this class we will read and discuss selected short stories 
from Haruki Murakami in English. Class discussions will be 
held in English and a final essay on one or more of the 
stories will be required at the end of the semester.

「Reading Haruki Murakami’s
Short Stories in English」

ディル、ジョナサン 檜垣 徹太郎

科学が急速に発展するだけでなく、社会の状況も刻々と変化してい
る今日、科学者たろうとする者は科学の果たすべき責任について考
えていくことが重要です。いくつかのテーマについて発表やディス
カッションをおこないながら、責任のあり方について一緒に考えてい
きます。

「科学/科学者の社会的責任」

見上 公一

衣服、身振り、クルマ、料理、インテリアなど、私たちの日常生活は多
くの記号によって支配されています。日常にみられるそのような記号
性を探し出して分析し、最後には記号に関する小論文を書くことを
目的とします。自分の意見を言ったり、発表する機会が多いので、積
極的な参加が求められます。

「日常生活にひそむ「記号」をかんがえる」

精神分析の創始者フロイトは夢を無意識への王道と考えました。研
究者や人々が夢をどのように考えたかについて、受講生の皆様によ
るグループまたは個人発表を通して学びます。希望があれば、受講
者の皆様の夢について、みんなで連想することもしたいと思っていま
す。対面授業です。

「夢分析入門」

秋田 恭子 朝妻 恵里子

人と人がともに住まう都市空間の創成と成長について考えます。自
分が紹介したい都市を選び、広報担当者になったつもりで、その都
市の歴史を紐繙き、現状を分析、未来への展望を語ってください。期
末レポートも提出してもらいますが、主眼は発表力の向上に置かれ
ています。

「都市を知る ―街を創る 比較都市の旅 （１）」

芸術家にして科学者であるレオナルド・ダ・ヴィンチをとりあげ、各自
のテーマを掘り下げながら、よりよいプレゼンの方法を身に付けま
す。後半はグループに分かれて、わたしたちの展覧会を作成します。
また、効果的に作品展示する方法を学ぶため展覧会を観覧します。

「バーチャル美術館」

荒木 文果 岩波 敦子

効果的な外国語学習法を、教える立場からではなく学習者の立場か
ら考えます。それぞれの参加者が初習言語の学習を通じて気づいた
学習言語の特徴について、また学習経過および学習成果について発
表し、レポートします。これらの中で「書く力」「話す力」、そして「聞
く力」を身に付けます。対面授業形式です。

「ことばの学び方 
―初習外国語 の効果的学習方法を考える―」

ジャポニスム（日本趣味）をキーワードに、海外で日本文化はどのよ
うに受容されてきたか、日本や日本人はどのように捉えられてきた
かを考えつつ、そこから見えてくるさまざまな問題について議論しま
す。そのなかで各自テーマを見つけ、発表とレポートの作成をおこな
います。

「外国から見た日本」

上野 理恵 亀ヶ谷 昌秀

自分が関心をもっている研究分野や将来就きたいと思っている仕事
のことは、意外に知らないものです。研究史や研究意義、成果や問
題点、未来への展望など具体的な内容を様々な角度から調べます。
また、それをわかりやすく発表し、レポートにまとめます。

「自分が興味を抱いていることを
様々な角度から調査し、考察を深める」

木下 京子

総合教育セミナー 春学期Ⅰ

https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=28967&lang=jp
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総合教育セミナー 
秋学期 Ⅱ

総合教育セミナー 秋学期Ⅱ

通常の授業では扱わない数学のトピック、具体的には正多角形の作
図、そこから現れる代数方程式、三角関数の値といった具体的な問
題を扱い、初等整数論と共に抽象数学の基礎の習得を目指すセミ
ナーです。主に1年生を対象としてします。

「正多角形の作図から整数論・
抽象代数の世界へ」

警察の存在は、あらゆる物語において無視できないものになってい
ます。この存在がどのように物語を駆動させているかを、さまざま
なジャンル（映画、テレビドラマ、小説、漫画など）の実例を検討す
ることで明らかにしていきます。各自が発表をもとにレポートを作成
します。

「物語における警察の表象」

熊木 淳

栗原 将人

環境政策に関する自分の関心からテーマを選び、情報収集・検索、
研究上の問いや仮説の立案、文献・資料の読解、仮説検証、ペー
パーの骨子案や草案の執筆をおこないます。内容や進捗状況に関し
て授業中に発表し、意見交換します。

「環境政策のリサーチ・ペーパーをつくる」

推理小説というジャンルはどのように成立してきたのでしょうか？ 
レポート作成の基本について説明を受けたうえで、推理小説の実作
品（短篇）を取りあげて発表とレポート作成をおこないます。あわせ
て、日本語文章術に関する本も読みます。

「推理小説を読む」

高桑 和巳

角田 季美枝

光が持っている基本的な性質を学習するとともに、現在の高度情報
化社会を支える光技術や、先端医療を支える光技術など、様々な分
野で利用されている光技術を紹介します。また、光に関する現象の
調査報告や、光を制御する実験を通して、光の持つ可能性について
考えていきます。

「光への招待 ―光の持つ可能性を探る―」

In this class we will read and discuss selected short stories 
from Haruki Murakami in English. Class discussions will be 
held in English and a final essay on one or more of the 
stories will be required at the end of the semester.

「Reading Haruki Murakami’s
Short Stories in English」

ディル、ジョナサン

二瓶 栄輔

マンガ・アニメ・ゲーム・映画・テレビドラマ・音楽など、東アジアの
サブカルチャーを扱った研究書を自分で選び、通読してその内容に
ついて発表を行い、教員や他の受講者と議論をした後、さらにその
本についての書評を作成します。

「東アジア・サブカルチャー研究」

合成生物学や人工知能などの近年の科学技術の発展は、私たちに
「生命とは何か？」という問いをつきつけています。この授業では、
古典と呼ばれる議論や最先端の事例、人文・社会科学における議論
を横断的に検討し、この「生命とは何か？」という答えのない問いに
向き合います。

「『生命』について考える」

見上 公一

山下 一夫

我々の身の回りにある現象は、数式を用いてモデル化することで、コ
ンピュータ上で再現（シミュレーション）できます。微分方程式を題
材に、MATLABによるシミュレーション手法を学びます。自ら設定
したシミュレーション課題から得られた成果についてクラス内で討
論します。

「モデリング・プログラミング・シミュレーション」

人の心に対しては様々な方法によるアプローチがあります。実験法、
質問紙法、観察法、面接法などです。人の気持ちや性格特性を明ら
かにするこれらのアプローチを皆様の発表を通して学び、人の心に
ついて考えます。対面授業です。

「心へのアプローチ」

秋田 恭子 安藤 景太

人と人がともに住まう都市空間の創成と成長について考えます。自
分が紹介したい都市を選び、広報担当者になったつもりで、その都
市の歴史を繙き、現状を分析、未来への展望を語ってください。期末
レポートも提出してもらいますが、主眼は発表力の向上に置かれて
います。

「都市を知る ―街を創る 比較都市の旅（２）」

トレーサーロボットを製作します。まず電子部品の動作を調べ、回路
の動作原理について学びます。それからArduinoにプログラミング
し、より安定かつ高速にラインをトレースしながら走行するためのア
ルゴリズムを開発します。開発過程で発表をおこないます。

「エレクトロニクスデザイン」

石黒 仁揮 岩波 敦子

脳と機械をつなぐ先進技術「ブレイン・マシン・インターフェース」を
はじめとした、さまざまなブレインテックについて学びます。スター
トアップ企業や国の研究開発拠点に出向いていって、第一線の科学
者やエンジニアへのインタビューをしたり、省令や国際動向の調査、
分析をおこなったりします。

「ブレインテックを「見る」「知る」「触る」」

テクノロジーの発展は社会や生活そのものに大きな変化をもたらし
てきました。テクノロジーの進歩が社会におよぼす影響について議
論しながら、テクノロジーの利用方法について考えます。そのなかで
各自テーマを見つけ、発表とレポートの作成をおこないます。希望が
あれば、矢上の研究室見学も実施します。

「社会とテクノロジー」

上野 理恵 牛場 潤一

数学は、ルート探索・暗号など日常生活のさまざまなところで使わ
れていますし、地図の塗り分けや美術館の監視問題など数学パズル
も多く知られています。このような身の回りにあらわれる数学のト
ピックを学び、その内容について発表してもらいます。

「身近な数学を知る」

AIの進歩と共にDeepL等の機械翻訳の品質の向上がめざましいで
す。今後は機械翻訳とどう付き合うべきでしょうか？外国語学習は
不要になるのでしょうか？機械翻訳の仕組みを学んだ上で、人間の
翻訳との違い、得手不得手、評価の仕方等を検討し、賢い機械翻訳
との付き合い方を考えます。

「機械翻訳をもっと知ろう」

小原 京子 垣村 尚徳

https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=85079&lang=jp
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総合教育セミナー 
秋学期 Ⅱ

総合教育セミナー 秋学期Ⅱ

通常の授業では扱わない数学のトピック、具体的には正多角形の作
図、そこから現れる代数方程式、三角関数の値といった具体的な問
題を扱い、初等整数論と共に抽象数学の基礎の習得を目指すセミ
ナーです。主に1年生を対象としてします。

「正多角形の作図から整数論・
抽象代数の世界へ」

警察の存在は、あらゆる物語において無視できないものになってい
ます。この存在がどのように物語を駆動させているかを、さまざま
なジャンル（映画、テレビドラマ、小説、漫画など）の実例を検討す
ることで明らかにしていきます。各自が発表をもとにレポートを作成
します。

「物語における警察の表象」

熊木 淳

栗原 将人

環境政策に関する自分の関心からテーマを選び、情報収集・検索、
研究上の問いや仮説の立案、文献・資料の読解、仮説検証、ペー
パーの骨子案や草案の執筆をおこないます。内容や進捗状況に関し
て授業中に発表し、意見交換します。

「環境政策のリサーチ・ペーパーをつくる」

推理小説というジャンルはどのように成立してきたのでしょうか？ 
レポート作成の基本について説明を受けたうえで、推理小説の実作
品（短篇）を取りあげて発表とレポート作成をおこないます。あわせ
て、日本語文章術に関する本も読みます。

「推理小説を読む」

高桑 和巳

角田 季美枝

光が持っている基本的な性質を学習するとともに、現在の高度情報
化社会を支える光技術や、先端医療を支える光技術など、様々な分
野で利用されている光技術を紹介します。また、光に関する現象の
調査報告や、光を制御する実験を通して、光の持つ可能性について
考えていきます。

「光への招待 ―光の持つ可能性を探る―」

In this class we will read and discuss selected short stories 
from Haruki Murakami in English. Class discussions will be 
held in English and a final essay on one or more of the 
stories will be required at the end of the semester.

「Reading Haruki Murakami’s
Short Stories in English」

ディル、ジョナサン

二瓶 栄輔

マンガ・アニメ・ゲーム・映画・テレビドラマ・音楽など、東アジアの
サブカルチャーを扱った研究書を自分で選び、通読してその内容に
ついて発表を行い、教員や他の受講者と議論をした後、さらにその
本についての書評を作成します。

「東アジア・サブカルチャー研究」

合成生物学や人工知能などの近年の科学技術の発展は、私たちに
「生命とは何か？」という問いをつきつけています。この授業では、
古典と呼ばれる議論や最先端の事例、人文・社会科学における議論
を横断的に検討し、この「生命とは何か？」という答えのない問いに
向き合います。

「『生命』について考える」

見上 公一

山下 一夫

我々の身の回りにある現象は、数式を用いてモデル化することで、コ
ンピュータ上で再現（シミュレーション）できます。微分方程式を題
材に、MATLABによるシミュレーション手法を学びます。自ら設定
したシミュレーション課題から得られた成果についてクラス内で討
論します。

「モデリング・プログラミング・シミュレーション」

人の心に対しては様々な方法によるアプローチがあります。実験法、
質問紙法、観察法、面接法などです。人の気持ちや性格特性を明ら
かにするこれらのアプローチを皆様の発表を通して学び、人の心に
ついて考えます。対面授業です。

「心へのアプローチ」

秋田 恭子 安藤 景太

人と人がともに住まう都市空間の創成と成長について考えます。自
分が紹介したい都市を選び、広報担当者になったつもりで、その都
市の歴史を繙き、現状を分析、未来への展望を語ってください。期末
レポートも提出してもらいますが、主眼は発表力の向上に置かれて
います。

「都市を知る ―街を創る 比較都市の旅（２）」

トレーサーロボットを製作します。まず電子部品の動作を調べ、回路
の動作原理について学びます。それからArduinoにプログラミング
し、より安定かつ高速にラインをトレースしながら走行するためのア
ルゴリズムを開発します。開発過程で発表をおこないます。

「エレクトロニクスデザイン」

石黒 仁揮 岩波 敦子

脳と機械をつなぐ先進技術「ブレイン・マシン・インターフェース」を
はじめとした、さまざまなブレインテックについて学びます。スター
トアップ企業や国の研究開発拠点に出向いていって、第一線の科学
者やエンジニアへのインタビューをしたり、省令や国際動向の調査、
分析をおこなったりします。

「ブレインテックを「見る」「知る」「触る」」

テクノロジーの発展は社会や生活そのものに大きな変化をもたらし
てきました。テクノロジーの進歩が社会におよぼす影響について議
論しながら、テクノロジーの利用方法について考えます。そのなかで
各自テーマを見つけ、発表とレポートの作成をおこないます。希望が
あれば、矢上の研究室見学も実施します。

「社会とテクノロジー」

上野 理恵 牛場 潤一

数学は、ルート探索・暗号など日常生活のさまざまなところで使わ
れていますし、地図の塗り分けや美術館の監視問題など数学パズル
も多く知られています。このような身の回りにあらわれる数学のト
ピックを学び、その内容について発表してもらいます。

「身近な数学を知る」

AIの進歩と共にDeepL等の機械翻訳の品質の向上がめざましいで
す。今後は機械翻訳とどう付き合うべきでしょうか？外国語学習は
不要になるのでしょうか？機械翻訳の仕組みを学んだ上で、人間の
翻訳との違い、得手不得手、評価の仕方等を検討し、賢い機械翻訳
との付き合い方を考えます。

「機械翻訳をもっと知ろう」

小原 京子 垣村 尚徳

https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=29633&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=03391&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=21848&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=08594&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=02911&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=36409&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=02907&lang=jp
https://gslbs.keio.jp/syllabus/detail?ttblyr=2023&entno=07841&lang=jp



