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■AA011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ａ 

(Introductory Seminars A1) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学におけるキリスト教学科の学びに必要な基礎知識を獲得する。 

キリスト教学では何を如何なる方法で学べるかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）学科課程表（カリキュラム）などを例に，キリスト教学という分野の幅と深さとを学ぶ。 

２）指定されたテーマについて，高校卒業までに習得した調査方法に基づき，各自で調査・考察を行い，発表を行う。発表をもとに

した学生間のディスカッションなどを通じて，公の場での意見交換の具体的手法，キリスト教学の基礎的な知識を修得する。 

３）図書館は大学における勉学・研究の基礎となる施設であるが，その図書館の利用法を具体的・組織的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 大学（キリスト教学科）での学び 

3. 図書館講習 

4. グループ作成・テーマ決定 

5. 口頭発表の仕方・レジュメの書き方 

6. 口頭発表（グループ A）と批評/討論 

7. 口頭発表（グループ B）と批評/討論 

8. 口頭発表（グループ C）と批評/討論 

9. 口頭発表（グループ D）と批評/討論 

10. 口頭発表（グループ E）と批評/討論 

11. レポートの書き方（１） 

12. レポートの書き方（２） 

13. 研究書の読み方・情報カードの作り方 

14. まとめ・総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と発表・討論への参加(60%)/授業内に指示するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ１ｂ 

(Introductory Seminars A1) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学におけるキリスト教学科の学びに必要な基礎知識を獲得する。 

キリスト教学では何を如何なる方法で学べるかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）学科課程表（カリキュラム）などを例に，キリスト教学という分野の幅と深さとを学ぶ。 

２）指定されたテーマについて，高校卒業までに習得した調査方法に基づき，各自で調査・考察を行い，発表を行う。発表をもとに

した学生間のディスカッションなどを通じて，公の場での意見交換の具体的手法，キリスト教学の基礎的な知識を修得する。 

３）図書館は大学における勉学・研究の基礎となる施設であるが，その図書館の利用法を具体的・組織的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介 

2. 大学（キリスト教学科）での学び 

3. 図書館講習 

4. グループ作成・テーマ決定 

5. 口頭発表の仕方・レジュメの書き方 

6. 口頭発表（グループ A）と批評/討論 

7. 口頭発表（グループ B）と批評/討論 

8. 口頭発表（グループ C）と批評/討論 

9. 口頭発表（グループ D）と批評/討論 

10. 口頭発表（グループ E）と批評/討論 

11. レポートの書き方（１） 

12. レポートの書き方（２） 

13. 研究書の読み方・情報カードの作り方 

14. まとめ・総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と発表・討論への参加(60%)/授業内に指示するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ａ 

(Introductory Seminars A2) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科の学びについて明確な指針をたてるため，各研究領域の内容，意義をしっかりと理解し今後の研究への具体的な

アプローチ方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，各回ごとに解説を行う。学生は研究内容に対する具体

的イメージをつかみ，その基礎知識を身につける。そこから自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。

また，レポート・論文執筆のために必要な基礎知識を得る。 

後半授業では，各自が取り組むべきテーマを設定し，それに関連する文献を通読し，批評的にまとめ，小論文として提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. オムニバス講義 １ 

3. オムニバス講義 ２ 

4. オムニバス講義 ３ 

5. オムニバス講義 ４ 

6. オムニバス講義 ５ 

7. オムニバス講義 ６ 

8. オムニバス講義 ７ 

9. オムニバス講義 ８ 

10. グループ発表 Ａ 

11. グループ発表 Ｂ 

12. グループ発表 Ｃ 

13. グループ発表 Ｄ 

14. グループ発表 Ｅ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席、グループ発表、議論への参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ａ２ｂ 

(Introductory Seminars A2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科の学びについて明確な指針をたてるため，各研究領域の内容，意義をしっかりと理解し今後の研究への具体的な

アプローチ方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，各回ごとに解説を行う。学生は研究内容に対する具体

的イメージをつかみ，その基礎知識を身につける。そこから自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。

また，レポート・論文執筆のために必要な基礎知識を得る。 

後半授業では，各自が取り組むべきテーマを設定し，それに関連する文献を通読し，批評的にまとめ，小論文として提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. オムニバス講義 １ 

3. オムニバス講義 ２ 

4. オムニバス講義 ３ 

5. オムニバス講義 ４ 

6. オムニバス講義 ５ 

7. オムニバス講義 ６ 

8. オムニバス講義 ７ 

9. オムニバス講義 ８ 

10. グループ発表 Ａ 

11. グループ発表 Ｂ 

12. グループ発表 Ｃ 

13. グループ発表 Ｄ 

14. グループ発表 Ｅ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席、グループ発表、議論への参加度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科の学びについて明確な指針をたてるため，各研究領域の内容，意義をしっかりと理解し今後の研究への具体的な

アプローチ方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，具体的イメージをつかみ，その基礎知識を身につける。そこ

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。 

秋学期授業「キリスト教学基礎演習 A2」でのグループ研究に備えて，興味・関心の共通する学生で小グループを作り，研究計画

を作成する。具体的な計画が早期に固まれば，実際の研究・発表へと進む予定。また，図書館講習を受け，研究資料の検索方

法を学びながら，秋学期グループ研究の課題となる学術論文の選定を行う。これら文献検索の作業を実践しながら，学術論文の

読解にむけて基本的な研究態度を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館講習 

3. グループ分け 

4. グループごとの研究テーマ設定 

5. 研究文献の選定と紹介 （1） 

6. 研究文献の選定と紹介 （2） 

7. グループ発表(A) 

8. グループ発表(B) 

9. グループ発表(C) 

10. グループ発表(D) 

11. グループ発表(E) 

12. レポートの書き方 

13. レポートの書き方（添削検討） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

入門演習で学んだことを，よく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席および議論への貢献度(60%)/学期末小論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ１ｂ 

(Seminar in Basic Christian Studies A1) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG MIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学科の学びについて明確な指針をたてるため，各研究領域の内容，意義をしっかりと理解し今後の研究への具体的な

アプローチ方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，キリスト教学科で学ぶことができる各研究領域について，具体的イメージをつかみ，その基礎知識を身につける。そこ

から自分の興味を発展させて，より具体的な研究テーマの設定を試みる。 

秋学期授業「キリスト教学基礎演習 A2」でのグループ研究に備えて，興味・関心の共通する学生で小グループを作り，研究計画

を作成する。具体的な計画が早期に固まれば，実際の研究・発表へと進む予定。また，図書館講習を受け，研究資料の検索方

法を学びながら，秋学期グループ研究の課題となる学術論文の選定を行う。これら文献検索の作業を実践しながら，学術論文の

読解にむけて基本的な研究態度を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 図書館講習 

3. グループ分け 

4. グループごとの研究テーマ設定 

5. 研究文献の選定と紹介 （1） 

6. 研究文献の選定と紹介 （2） 

7. グループ発表(A) 

8. グループ発表(B) 

9. グループ発表(C) 

10. グループ発表(D) 

11. グループ発表(E) 

12. レポートの書き方 

13. レポートの書き方（添削検討） 

14. 総括討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

入門演習で学んだことを，よく復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の出席および議論への貢献度(60%)/学期末小論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に必要に応じて準備する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ａ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 年次以降の演習科目、卒業論文執筆へ向けての準備段階として、研究テーマの設定、論文執筆の基本的手法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）学科の論文執筆要項を参考として、論文執筆を前提としながら研究を実践的に試みる。学生自らの関心に応じた論文テーマ

の設定、その考察方法を具体的に実践する。 

２）各学生はその途中で成果報告を行い、他の学生と意見交換を活発に行い、研究の深化に努め、学期末にはミニ卒論を完成さ

せ提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１）―研究テーマの設定 

2. 導入（２）―論文執筆の要領 

3. 研究テーマ発表（１） 

4. 研究テーマ発表（２） 

5. 研究テーマ発表（３） 

6. 研究テーマ発表（４） 

7. 研究進捗状況の報告（１） 

8. 研究進捗状況の報告（２） 

9. 研究進捗状況の報告（３） 

10. 研究進捗状況の報告（４） 

11. 研究最終報告（１） 

12. 研究最終報告（２） 

13. 研究最終報告（３） 

14. 研究最終報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表・報告の事前準備（レジュメの作成等）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う発表と討論への参加(60%)/学期末に提出する論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キリスト教学基礎演習 Ａ２ｂ 

(Seminar in Basic Christian Studies A2) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

3 年次以降の演習科目、卒業論文執筆へ向けての準備段階として、研究テーマの設定、論文執筆の基本的手法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）学科の論文執筆要項を参考として、論文執筆を前提としながら研究を実践的に試みる。学生自らの関心に応じた論文テーマ

の設定、その考察方法を具体的に実践する。 

２）各学生はその途中で成果報告を行い、他の学生と意見交換を活発に行い、研究の深化に努め、学期末にはミニ卒論を完成さ

せ提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（１）―研究テーマの設定 

2. 導入（２）―論文執筆の要領 

3. 研究テーマ発表（１） 

4. 研究テーマ発表（２） 

5. 研究テーマ発表（３） 

6. 研究テーマ発表（４） 

7. 研究進捗状況の報告（１） 

8. 研究進捗状況の報告（２） 

9. 研究進捗状況の報告（３） 

10. 研究進捗状況の報告（４） 

11. 研究最終報告（１） 

12. 研究最終報告（２） 

13. 研究最終報告（３） 

14. 研究最終報告（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表・報告の事前準備（レジュメの作成等）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に行う発表と討論への参加(60%)/学期末に提出する論文(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ１ 

(Seminars A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術に関する研究の実践 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋キリスト教美術の大きな流れを概観し，各時代の歴史的背景，造形的特徴を理解しながら，美術史研究の方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋キリスト教美術の歴史について，参考文献を利用しつつ，その発展を学ぶ。 

1)担当教員が授業全体の解説と問題設定を行う。 

2)現在開催中の美術館展覧会の紹介をしつつ，作品鑑賞の方法について講義する。 

3)これを踏まえて，受講生は個々の関心に基づいて個別の研究テーマを一つ選び，それについて調べた成果を発表する。発表

は，美術作品を必ず利用するため，パワーポイントなど，視覚的なプレゼンテーションの方法を学ぶ場としても機能する。各発表

の質疑応答・ディスカッションを通じて，受講生全体がキリスト教美術の内包するさまざな問題点について考える機会となる。予定

には一部変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のガイダンス，全体スケジュール確認 

2. 導入授業１ 

3. 導入授業２ 

4. 発表１，ディスカッション 

5. 発表２，ディスカッション 

6. 発表３，ディスカッション 

7. 発表４，ディスカッション 

8. 発表５，ディスカッション 

9. 発表６，ディスカッション 

10. 発表７，ディスカッション 

11. 発表８，ディスカッション 

12. 発表９，ディスカッション 

13. 発表 10，ディスカッション 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の選択した課題についての関連文献を読み、発表の準備を行う。レジュメ、参考文献リスト、パワーポイントの作成を行い、

わかりやすい発表を心がける。 

発表後はディスカッションの内容を整理し、研究成果全体をレポート形式で報告する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/研究発表(40%)/授業への参加、貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ゴンブリッチ，田中正之他訳、2011、『美術の物語』ポケット版、ファイドン (ISBN:4864410062) 

2. 編集、小佐野重利他、2016-2017、『西洋美術の歴史』全 8 巻、中央公論新社 (ISBN:9784124035940) 

3. 千足伸行監修、1999、『新西洋美術史』、西村書店 (ISBN:9784890135837) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ２ 

(Seminars A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「宗教」を学問する 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 浩(KUBOTA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教現象を人間の文化的営みとして対象化し、その機能・構造・意義等を解明することを目指す宗教研究が、どのようなスタンス

から宗教現象に向かい合おうとしているのかを理解し、「宗教」を巡る歴史的・現在的状況を読み解くために不可欠な学問的姿勢

を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「宗教研究」「宗教学」とはいかなる学問領域であり、それがどのような理論的問題を内在させているかを理解するために、本授業

では、宗教研究の基本概念に関する邦語文献を講読し、「宗教」を学問的に論じるための理論的・思想的・学問論的諸問題につ

いて考察する。その際、グループごとに講読テクストの内容を読み解いた上で分析し、それを発表し、その後、クラス全体で議論

を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―「宗教」「宗教学」「宗教研究」 

2. テクスト講読・議論①「宗教」へのアプローチ 

3. テクスト講読・議論②「宗教」へのアプローチ（続き） 

4. テクスト講読・議論③「宗教」へのアプローチ（続き） 

5. テクスト講読・議論④宗教と「近代」、宗教研究と「近代」 

6. テクスト講読・議論⑤宗教と「近代」、宗教研究と「近代」（続き） 

7. テクスト講読・議論⑥宗教と「近代」、宗教研究と「近代」（続き） 

8. テクスト講読・議論⑦宗教と「近代」、宗教研究と「近代」（続き） 

9. テクスト講読・議論⑧宗教と「近代」、宗教研究と「近代」（まとめ） 

10. テクスト講読・議論⑨宗教」の合理性・非合理性 

11. テクスト講読・議論⑩「宗教」の合理性・非合理性（続き） 

12. テクスト講読・議論⑪「宗教」の合理性・非合理性（続き） 

13. テクスト講読・議論⑫「宗教」の合理性・非合理性（続き） 

14. テクスト講読・議論⑬「宗教」の合理性・非合理性（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テクストの講読箇所を個人・グループ単位で精読の上、グループ内で議論し、発表用レジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加状況（コメントシートを含む）(40%)/複数回の発表（テクストの要約、考察等）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講読文献のコピーは初回時に配布される。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島薗進、2008、『宗教学の名著 30』、筑摩書房 

2. 島薗進、鶴岡賀雄（編）、2004、『<宗教>再考』、ぺりかん社 

3. 磯前純一、タラル・アサド（編）、2006、『宗教を語りなおす』、みすず書房 

4. タラル・アサド、2004、『宗教の系譜』、岩波書店 

その他、授業中に適宜指示される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回の授業でグループ分けを行い、発表の日程を決めるので、必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ３ 

(Seminars A3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代社会とキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会とキリスト教をめぐる諸課題についての論点を整理し，理解を深める。また，ディベートを通して，調査発表，議論の作

法，手法を体験する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会における重要諸課題について，私たちが検討すべき論点を，キリスト教（神学）の視点も踏まえながら整理し，深める。 

受講学生を複数のグループに分け，与えられたテーマの論題について，肯定側，否定側に分かれて，立論のためのグループ作

業を行う。演習の終盤で，実際にグループ対抗でディベートを行い，勝敗を決する。 

ジャッジは，ディベート担当グループ以外の学生が担当する。 

想定される論題例は「原子力発電所は是か非か？」「脳死判定を伴う臓器移植は是か非か？」「少年法改正は是か非か？」等で

あるが，受講学生と自由に検討したい。 

基本的にすべてグループ単位で，資料収集，リンクマップ作成，立論作成を行うため，演習及びそれ以外のグループ作業への出

席，参加が必須であることは言うまでもない。 

尚，選ばれた論題と，キリスト教（神学）との繋がりについては，別途，教員側から講義を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 計画（Course Schedule） 

オリエンテーション＋ディベートとは？ 

2.  論題・グループ決定＆グループ・ミーティング 

3. グループ準備① 

4. グループ準備② 

5. グループ準備③ 

6. グループ準備④ 

7. グループ準備⑤ 

8. グループ準備⑥ 

9. ディベート①「論題１」（肯定Ａ×否定Ｂ） 

10. ディベート②「論題２」（肯定Ｃ×否定Ｄ） 

11. グループ準備⑦ 

12. グループ準備⑧ 

13. ディベート③「論題１」（肯定Ｂ×否定Ａ） 

14. ディベート④「論題２」（肯定Ｄ×否定Ｃ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に、本授業以外に各グループ毎にサブゼミを行うことになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(40%)/グループ作業への貢献(40%)/自己評価(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard をフルに活用する 

 

注意事項（Notice） 
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■AA104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ４ 

(Seminars A4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書解釈への入門 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代の聖書研究は、西欧近代における啓蒙主義と歴史主義を主たる思想史的背景として誕生し、発展してきた。さらに新約聖書

解釈の分野では、とりわけ 1970年代以降、方法論の多様化が進んだ。現在では、それら多様な批評学は、テクストの「生成」に

焦点を合わせるアプローチ、「コンテクスト」としての社会的・文化的背景との関係に焦点を合わせるアプローチ、物語テクストの

内部ないしテクストを介してなされる「コミュニケーション」の諸相に注目するアプローチ、さらには批評学それ自体の立ち位置につ

いて「解釈の自己検証」という視点から自己省察を行うアプローチに大別される。本講では、現代におけるいくつかの代表的な批

評学の方法論について理解し、その釈義的な適用例を学ぶことで新約聖書解釈への入門を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

導入の後、履修者（個人ないしグループ）が独自の調査と読解に基づいて研究発表を行い、その上で履修者全員による討論を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１ 

2. 本文批評 

3. 資料・様式・編集（その１） 

4. 資料・様式・編集（その２） 

5. 社会史的研究 

6. 社会科学批評 

7. 修辞学批評（その 1） 

8. 修辞学批評（その２） 

9. 物語批評・スピーチアクト分析（その 1） 

10. 物語批評・スピーチアクト分析（その 2） 

11. 文化研究批評（その 1） 

12. 文化研究批評（その 2） 

13. 正典批評 

14. 総合討議 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員が事前に教科書の該当箇所を読んでくる。その理解を踏まえて、独自の調査に基づく発表準備を（個人ないしグループで）

行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究発表(40%)/出席および討論への参加度(60%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浅野淳博／伊東寿泰／須藤伊知郎／辻学／中野実／廣石望／前川裕／村山由美、2016、『新約聖書解釈の手引き』、日本

キリスト教団出版局 (ISBN:9784818409385) 

2. 新約聖書翻訳委員会訳、2004、『新約聖書』、岩波書店 (ISBN:400023384X) 

3. 佐藤研（編訳）、2005、『福音書共観表』、岩波書店 (ISBN:4000246283) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本基督教団出版局（編）、1979、『聖書学方法論』、日本基督教団出版局 (ISSN:BN01323984) 

2. 木幡藤子／青野太潮、1996、『聖書学の方法と諸問題』、日本基督教団出版局 (ISBN:4818402680) 

3. D.A. Black / D.S. Dockery. 1991. New Testament Criticism & Interpretation. Zondervan (ISBN:031051911X) 

4. D.E. Aune (ed.). 2010. The Blackwell Companion to the New Testament. Wiley-Blackwell (ISBN:9781405108256) 

その他、文献は非常に多いので、講義の中で適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ５ 

(Seminars A5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・キリスト教史 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア，とりわけ日本におけるキリスト教の歴史を省みて，そこに認められる政治・社会・文化的諸課題についての論点を整理し，

理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では，アジア，とりわけ日本キリスト教史に関する文献（日本語・英語）を講読し，キリスト教の土着化の過程における諸課題

を時期毎に明らかにする。2 回目以降，履修者は 4 つのグループ（1．幕末期までのカトリック宣教史，2．明治・大正期のプロテス

タント宣教史，3．戦時中のキリスト教， 4．戦後のキリスト教）に分かれ，グループ毎に担当する文献の紹介及びその文献に基づ

いた問題提起を行う。その後，各自の関心に応じて一つの研究テーマを見つけ出し，学期中に調査・分析を行って，コースの後半

でその成果を発表する。全コースを通して発表後に討議の時間を設ける。初回の授業で発表の日程を決めるので，必ず出席す

ること。 

履修者は，第 1 回の授業までに担当したい時期（上記参照）について決めておく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、グループ分け、担当確認 

2. 各グループの担当文献の紹介 

3. Aグループ： 幕末までのカトリック宣教史 

4. Bグループ： 明治・大正期のキリスト教 

5. Cグループ： 戦時下のキリスト教 

6. D グループ： 戦後のキリスト教 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. 個人研究発表 

13. 個人研究発表 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加状況(60%)/複数回の発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ６ 

(Seminars A6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
愛の性質と「愛すること」を問う 

担当者名 

（Instructor） 
海老原 晴香(EBIHARA HARUKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間にとって「愛」とは何で、「愛すること」とは何をどのように実現することを意味するのか。各回指定されるテキストの精読とディ

スカッションを通じて考察し、自身の考えを他者に伝えるとともに他者の考えに傾聴し、協働して理解を深めていく姿勢を身に着け

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習は、愛の性質と「愛すること」の意味を、受講者が自らの問題として探ってゆく場である。探求の手立てとして、本年度は

エーリッヒ・フロムによる『愛するということ』をメインテキストとして用いる。必要に応じて随時、愛をめぐる思想の歴史において現

代にいたるまで大きな影響を及ぼし続けている哲学思想やキリスト教思想も参照する。受講者は各自テキストを読解し、事前課

題を準備して演習に臨み、ディスカッションに積極的に参加する態度を養うよう求められる。なお、受講者の状況により、講読箇所

や進度が調整される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、授業の準備と進め方 

2. 愛すること、愛し求める人間 

3. 愛は技術か 

4. 愛の神話 

5. 愛の理論 

6. 愛の対象①親子 

7. 愛の対象②兄弟、母性、異性 

8. 愛の対象③自己 

9. 愛の対象④神 

10. 愛の崩壊 

11. 社会構造と愛 

12. 愛の習練 

13. 信じることと愛すること 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前課題、及びその他担当教員が指示する課題。各回の演習当日までに、あらかじめ指示されたテキスト箇所を各自読解し、事

前課題を準備する。演習の最後に次回までの課題として指示が出される場合と、別途 Blackboard を通じて指示される場合があ

る。いずれの場合も必要に応じて告知する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テキスト読解の精度(25%)/事前課題の精度(25%)/演習時のアクティビティ・ディスカッション参加への積極性・協働性(25%)/その他

課題の精度(25%) 

指定されたテキスト読解と事前課題を準備していない場合は欠席扱いとなる。また内容が明らかに杜撰である場合も同様の扱い

となる。課題等が Blackboardを通じて指示されることがあるので留意すること。確認しなかったことによる不利益は受講者の責任

となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. エーリッヒ・フロム、1991、『愛するということ』鈴木晶訳、紀伊國屋書店 (ISBN:9784314005586) 

 

参考文献（Readings） 

1. プラトン、2012、『饗宴 恋について』山本光雄訳、角川ソフィア文庫 (ISBN:9784044086084) 

2. 井上忠 他、1985、『倫理 愛の構造』、東京大学出版会 (ISBN:9784130120197) 

3. 岩島忠彦、1996、『キリスト教についての 21 章』、女子パウロ会 (ISBN:9784789604543) 

4. 『聖書』、日本聖書協会 等 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・受講者数に応じてグループに分かれ、ディスカッションを行いながらテキスト精読を実施していくことが基本となる。 

・受講者の状況に応じて視聴覚資料を使用することがある。 

・資料配布や課題提出などに Blackboard を使用することがある。 

・遅刻（講義開始後 15 分まで）および早退（講義終了 15 分前から）3 回で欠席 1 回とする。15分以上の遅刻、早退は欠席とす

る。特別な事情がある場合は考慮するので申し出ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ７ 

(Seminars A7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

聖書考古学演習 

Introductory Seminar: Biblical Archaeology 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書考古学が「古代イスラエル史」の解釈に及ぼす影響について理解を深める。 

To deepen the understanding of the effect that biblical archaeology exerts on the interpretation of the history of "ancient 

Israel". 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半の講読では、全員が同じテキストを読み、扱われる内容についての基礎知識を確認する。後半の発表・討議では、グループ

ごとに一つの問題に対する異なる見解を乗せたテキストを読み、その内容を要約して発表し、全体で討論する。 

In the first half of the term all the participants will read the Summary Assessments and acquire basic knowledge that will be 

discussed in the second half of the term. In the second half of the term, each group reads and summarizes the allotted part of 

the text dealing with the same topic from different viewpoints and all the participants will discuss the issue. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・グループ分け(Introduction and grouping) 

2. 講読１(Reading 1) A Summary Assessment for Part 1 

3. 講読２(Reading 2) A Summary Assessment for Part 2 

4. 講読３(Reading 3) A Summary Assessment for Part 3 

5. 講読４(Reading 4) A Summary Assessment for Part 4 

6. 講読５(Reading 5) A Summary Assessment for Part 5 

7. 発表・討議の準備(Preparation for presentation and discussion) 

8. 発表・討議１(Presentation and discussion 1) Digging for the Truth: Archaeology and the Bible / On Archaeology, Biblical 

History, and Biblical Archaeology 

9. 発表・討議２(Presentation and discussion 2) Patriarchs, Exodus, Conquest: Fact or Fiction? / The Patriarchs, Exodus, and 

Conquest Narratives in Light of Archaeology 

10. 発表・討議３(Presentation and discussion 3) When and How Did the Israelites Emerge? / The Israelite Settlement 

11. 発表・討議４(Presentation and discussion 4) King Solomon's Golden Age?: History or Myth? / The Search for David and 

Solomon: An Archaeological Perspective 

12. 発表・討議５(Presentation and discussion 5) The Two Kingdoms: Israel and Judah / The Divided Monarchy: Comments on 

Some Archaeological Issues 

13. 発表・討議６(Presentation and discussion 6) A Short Summary: Bible and Archaeology / Archaeology's Message 

14. 総括(Review by all the participants) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当部分のテキストを読む。 

Each participant is required to read the allotted part of the text. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プレゼンテーション(Presentation)(40%)/授業参加（質問・コメント） (Participation in Class)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『旧約聖書(Hebrew Bible)』、日本聖書協会等(any) 

2. I. Finkelstein and A. Mazar. 2007. <I> The Quest for the Historical Israel: Debating Archaeology and the History of Early Israel 

(Archaeology & Biblical Studies) </I>. Society of Biblical Literature (ISBN:1589832779) 

旧約聖書の訳は問わない。授業時に持参すること。 

Participants are expected to bring the Hebrew Bible, regardless of language or translation. 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川修一、2013、『聖書考古学』、中央公論新社 (ISBN:4121022059) 
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2. 長谷川修一、2014、『旧約聖書の謎』、中央公論新社 (ISBN:4121022610) 

3. 長谷川修一編、2014、『考古学からみた聖書の世界』、聖公会出版 (ISBN:4882742608) 

4. 上智大学キリスト教文化研究所、2015、『聖書の世界を発掘する ―聖書考古学の現在』、リトン (ISBN:4863760450) 

5. アミハイ・マザール、2003、『聖書の世界の考古学』、リトン (ISBN:494766858X) 

6. 杉本智俊、2008、『図説聖書考古学旧約篇』、河出書房新社 (ISBN:4309761127) 

7. I.フィンケルシュタイン＆N.A.シルバーマン、2009、『発掘された聖書 ―最新の考古学が明かす聖書の真実』、教文館 

(ISBN:4764272822) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では日本語と英語を公用語とする（履修者の言語的背景に鑑みて決定する）。 

The course will be given in Japanese and English. 

 

注意事項（Notice） 
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■AA108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ａ８ 

(Seminars A8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「いのち」をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日わたしたちの生活の中で提起されている「いのち」をめぐる諸問題の中から、参加者の関心に応じていくつかをとりあげ、問

題の在処を検討するとともに、「人間の尊厳とは」を考究する。併せて「わたしが生きている」という事態とその意味を問う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日、医療現場への科学技術の導入に伴い「いのち」をめぐる諸問題が、私たちにとって避けて通ることのできない重大な課題と

なっている。本演習では「いのち」をめぐって提起されている問題の中から、参加者が自身の関心に応じてテーマを選定し、問題

の情況を把握すると共に、それらの問題の背景や根柢にある人間理解を検討する。この作業を通じて、人間の尊厳について考

え、また自らの生き方を考究する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業目的や方法の説明 

参加者が自身の問題意識を発表し、共有をはかる。 

2. グループ分け 演習でとりあげるテーマを選定する。 

参加者が自身が取り組みたいテーマを選び、グループを組む。 

3. グループ発表準備１  

グループごとに、発表テーマ・用いる資料・発表形式等の検討を行う。 

4. グループ発表準備２ 

グループごとに、発表内容の深化・全体ディスカッションに備えてのグループ討議を行う。 

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. 中間まとめ 

10. グループ発表５ 

11. グループ発表６ 

12. グループ発表７ 

13. これまでの考察のふりかえり 

14. 全体総括 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は、演習で取り組みたい問題について、事前に学びを進めておくこと。 

また、自身の問いを整理し、明確にしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(50%)/討議への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA201／フィールドワーク Ａ１ 

(Field Work A1) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教系公益団体を調査することによって，「現場」に近づき，社会問題について学び・考え，参与への一歩を踏み出す｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代が抱える様々な「社会問題」を念頭に，その原因と構造を分析し，またその解決を目差して苦労している人々の動機・戦略・

具体的な活動について参加とインタヴューによって調べる。その後，履修者は，現場での体験を教室で相互に分かち合い，体験

と調査の成果をレポートにまとめる。調査訪問先でのインタヴューの有無を含め，訪問計画については，必ず事前に担当者と相

談すること。履修者は初回に出席することを要する。秋学期には宿泊を伴うフィールド調査が予定されている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フィールドワークの基本 

3. 日本社会と慰安婦問題 

4. 教誨師という働き 

5. 震災支援･復興に見られる課題 

6. グループごと調査 

7. グループごと調査 

8. グループごと調査 

9. グループごと調査 

10. グループごと調査 

11. グループごと調査 

12. グループごと調査 

13. 現場での経験のまとめ 

14. レポート報告・討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

現場調査(40%)/分かち合い・議論への参加(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

報道資料等は必要に応じて授業時に配布。  

 

参考文献（Readings） 

 授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA202／フィールドワーク Ａ２ 

(Field Work A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
参与への一歩 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
隔週開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

机上での研究のみに留まることなく、各自が実際の現場に自分の身を運び、現場での人々との出会いを通じて学び・考え、参与

への一歩を踏み出す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者が、自身の問題意識・関心に従って各自フィールドを選定し、十分な予習と準備の後、各フィールドに継続的に身を置く。

また、そのフィールドでの体験を教室に持ち帰って分かち合い、他の参加者と共に話し合いを行う。そして、教室での検討を踏ま

え、フィールドでさらなる実践に取り組む。尚、この「フィールドワーク A2」は、フィールドとして、病院・福祉施設・介護現場・被災地

等を想定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の目的と進め方 

2. 動機の確認 各自が自身の問題意識と希望するフィールドを発表する 

3. フィールド選定準備 各自が候補となりえる具体的なフィールドについて事前調査を行い、発表する。参考文献や資料を読

み、ブックレポートを提出する。 

4. フィールドワーク計画案の作成 各自が候補となりえるフィールドを念頭に、具体的なフィールド計画案を練り、発表する。そ

の後、全体でその計画案の実現可能性を検討する。 

5. 「フィールドワーク計画書」の提出 各自が「フィールドワーク計画書」を作成し、発表を行う。その後、計画に問題がないかど

うかを全員で検討する。 

6. 事前準備  

7. フィールドでの学び 

8. フィールドでの学び 

9. フィールドでの学び/フィールドでの学びの経過報告と分かち合い、全体討議 

10. フィールドでの学び/フィールドでの学びの経過報告と分かち合い、全体討議 

11. フィールドでの学び/フィールドでの学びの経過報告と分かち合い、全体討議 

12. フィールドでの学び/フィールドでの学びの経過報告と分かち合い、全体討議 

13. 「フィールドワーク報告書」の提出 各自が「フィールドワーク報告書」を作成し、発表を行う。その後、全体で討議を行う。 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が、希望するフィールドについて、主体的に事前調査・事前学習を進めておくこと。 

フィールドへの継続的参与が求められる。 

フィールドに出向くにあたり、履修者には、真摯な姿勢としっかりとした覚悟が必要。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワーク計画書(10%)/フィールド実践(60%)/フィールドワーク報告発表・報告書(30%) 

通年科目であることに留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA211／キリスト教学原典講読１ 

(Advanced Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文神学書の講読入門 

担当者名 

（Instructor） 
市原 信太郎(ICHIHARA SHINTARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的な英文の神学書を丁寧に読んでいくことにより，神学研究に外国語の文献を利用する能力を養いつつ，キリスト教礼拝に

ついて基礎的知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝に関する，英文の初歩的な神学書の講読。 

アカデミックリーディングの基礎となる本の読み方、要約の作り方などを補助教材も用いて実習した後、担当者が分担して本の内

容を報告していく。 

毎回、課題を提出するもの以外も当該箇所をあらかじめ読み、簡単な感想などを報告することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：自己紹介、授業内容の説明、英語力の簡単な確認 

2. 基礎事項：英文の読み方、レジュメの書き方、キリスト教礼拝の基礎知識 

3. 文献講読 (1) 

4. 文献講読 (2) 

5. 文献講読 (3) 

6. 文献講読 (4) 

7. 文献講読 (5) 

8. 文献講読 (6) 

9. 文献講読 (7) 

10. 文献講読 (8) 

11. 文献講読 (9) 

12. 文献講読 (10) 

13. 文献講読 (11) 

14. 文献講読 (12) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業に関する資料の配布や、毎回の課題の提出に使用するので、Blackboardを利用できるようにしておくこと。 

チャペルその他におけるキリスト教礼拝への参加経験が強く望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

クラスでの発表ならびにレジュメ提出(60%)/出席と予習課題(40%) 

本講義は平常点のみの科目であり、毎回の授業に対して課される課題をきちんと提出することが要求される。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時(2 回目を予定)に必要箇所を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackboard上にて適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA212／キリスト教学原典講読２ 

(Advanced Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「苦しみ」と「神義論」をめぐるキリスト教倫理的考察 

担当者名 

（Instructor） 
田島 靖則(TAJIMA YASUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Harold Kushnerの代表的著作、"When bad things happen to good people"を講読しながら、キリスト教倫理学の課題である「苦し

み」と「神義論」の問題を考える。   

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者がそれぞれの分担箇所について、テキストを精読の上発表・発題を行い、それを受けて全員で討議する。参加人数によっ

ては、グループ発表となることもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション Nicholas Wolterstorffの文章をもとに、「苦しみ」について考える 

2. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Why do the 

righteous suffer?"その１ 

3. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Why do the 

righteous suffer?"その２ 

4. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"The story of 

a man named Job"その１ 

5. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"The story of 

a man named Job"その２ 

6. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Sometimes 

there is no reason"その１ 

7. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"Sometimes 

there is no reason"その２ 

8. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"No 

exceptions for nice people"その１ 

9. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"No 

exceptions for nice people"その２  

10. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God leaves 

us room to be human"その１ 

11. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God leaves 

us room to be human"その２ 

12. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God helps 

those who stop hurting themselves" 

13. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"God can't do 

everything, but he can do some important things" 

14. 精読と考察  担当者による発表と討議   Harold Kushner "When bad things happen to good people"より、"What good, 

then, is religion?" 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の責任であらかじめテキストを入手し、精読しておくこと。発表担当者は、それぞれ出席人数分のレジュメを作成しておき、当

日配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容・レジュメ(50%)/討議への参加(20%) 

単位取得のためには、全 14 回中 10 回以上の出席が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Harold S. Kushner. 2002. When bad things happen to good people. Pan Books, London (ISBN:978-0-330-49055-9) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA213／キリスト教学原典講読３ 

(Advanced Reading on Christian Studies 3) 

担当者名 

（Instructor） 
土居 由美(DOI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代日本キリスト教史の代表的文章を文語体で読解する力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文語体の文法を復習しながら，『近代日本キリスト教名著選集』及び『近代日本キリスト教新聞集成』などから選定された文章を

朗読し，口語体に訳した上，文献の背景と意義について議論する。毎回の朗読には履修者全員が参加するが，口語体への訳は

分担して行う（グループワーク）。担当グループの発表後にクラス全体の討論を通してテキストに対する理解をさらに深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，役割分担の決定 

2. 文献の背景紹介 

3. 講読・研究発表 

4. 講読・研究発表 

5. 講読・研究発表 

6. 講読・研究発表 

7. 講読・研究発表 

8. 講読・研究発表 

9. 講読・研究発表 

10. 講読・研究発表 

11. 講読・研究発表 

12. 講読・研究発表 

13. 講読・研究発表 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・議論への参加(60%)/講読・研究発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

選定された文献のコピーが初回授業に配布される。 

 

参考文献（Readings） 

鈴木範久監修『近代日本キリスト教名著選集 第 1～4 期』（日本図書センター 2002～2004 年） 

『近代日本キリスト教新聞集成 第 1～3 期』（日本図書センター 1992～1995 年） 

その他の参考文献は必要に応じて提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA214／キリスト教学原典講読４ 

(Advanced Reading on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア語文献の購読 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋美術に関するイタリア語文献を講読し、キリスト教美術についての専門知識を深めつつ、文献の読解力を身に付ける｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語初級・中級文法を確認しながら、イタリア語の課題テキストを講読する｡ 各授業では、テキストの内容を理解したうえ

で、キリスト教美術、西洋美術史についての知識をより充実させることを目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス、全体スケジュールの確認 

2. イタリア語文法の確認１・購読１ 

3. イタリア語文法の確認２・購読２ 

4. イタリア語文法の確認３・講読３ 

5. イタリア語文法の確認４・講読４ 

6. イタリア語文法の確認５・講読５ 

7. 課題テキストの講読６ 

8. 課題テキストの講読７ 

9. 課題テキストの講読８ 

10. 課題テキストの講読９ 

11. 課題テキストの講読１０ 

12. 課題テキストの講読１１ 

13. 課題テキストの講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題テキストの予習を行い、単語の意味内容や文法事項について調べておくこと｡また、必要に応じて、関連する歴史的事項や

他の美術作品についても調べておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/イタリア語講読の精度(30%)/授業への参加・貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Federico Zeri. 1987. <I>Dietro l'immagine: conversazioni sull'arte di leggere l'arte</I>. Longanesi 

2. Federico Zeri. 1990. <I>Behind the Image: The Art of Reading Paintings</I>, trans, by N. Rootes. St. Martins 

講読する課題テキストは、初回にコピーを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 2008、『伊和中辞典』 第２版、小学館 (ISBN:4095154527) 

2. 小林惺、2000、『新版 イタリア語 21 課』、白水社 (ISBN:4560017565) 

3. 松浦弘明、2013、『快速マスターイタリア語』、語研 (ISBN:4876152721) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

イタリア語初級・中級文法を修得済みの学生による履修が望ましい。イタリア語講読が難しい場合には、英語テキストも参照する

こと｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■AA215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA215／キリスト教学原典講読５ 

(Advanced Reading on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「聖」概念について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
江川 純一(EGAWA JUNICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の原典を精読することで、宗教学の基礎理論や宗教学的思考を学ぶことを目的とする。具体的には、「聖」をめぐる議

論が、フランス『社会学年報』学派やその後継者たちによってどのように展開したかを跡づける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

François-André Isambert, Le sens du sacré. Fête et religion populaire, Paris:. Editions de Minuit, 1982 の第三部 le sacré を読

む。なお、具体的な内容や進め方については参加者と相談して決める。フランス語の文法をひととおり終えていることが望ましい

が、宗教学を学ぶ意志のある者、かつ、フランス語の辞書を積極的に引く気がある者であれば、受け入れる。初回に必ず参加す

ること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション。担当者決定 

2.  Le sens du sacré 精読と討論 

3.  Le sens du sacré 精読と討論 

4.  Le sens du sacré 精読と討論 

5.  Le sens du sacré 精読と討論 

6.  Le sens du sacré 精読と討論 

7.  Le sens du sacré 精読と討論 

8.  Le sens du sacré 精読と討論 

9.  Le sens du sacré 精読と討論 

10.  Le sens du sacré 精読と討論 

11.  Le sens du sacré 精読と討論 

12.  Le sens du sacré 精読と討論 

13.  Le sens du sacré 精読と討論 

14.  Le sens du sacré 精読と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当以外の者も必ず予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フランス語の和訳と議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

こちらで用意する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA216／ヘブライ語原典講読 

(Advanced Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『旧約聖書』をヘブライ語で読む 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IIGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『旧約聖書』をヘブライ語で読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ユダヤ教の口伝律法集大成『タルムード』に幾度か用いられる面白い言い回しを紹介する。 

「法語は人言の如し」。 

単純ながら、なかなか厄介な問題を孕んだ表現である。人並みの言葉で記された律法（に代表される旧約聖書）とは、だからもと

もと平明で普通に理解できることがらを伝える書物であるのか。あるいは、もともと普通には理解できない深遠なことがらを伝える

書物であるからには、人並みの言葉で記さざるを得ないのか。これは、なにも聖書にかぎらず古今東西の文学作品全般につい

て、それどころか我々自身のささやかな日常体験を語る言葉をひとつ選ぶにしても、おそらく常につきまとう大問題だろう。いずれ

にせよ人並みの言葉、つまり普通の言語表現を学ぶことが大前提であるにはちがいない。『旧約聖書』を題材に、この問題を考え

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論：「ヘブライ語」「原典」定義 

2. 問題：講読範囲の特定 

3. 講読実践 

4. 講読実践 

5. 講読実践 

6. 講読実践 

7. 講読実践 

8. 講読実践 

9. 講読実践 

10. 講読実践 

11. 講読実践 

12. 講読実践 

13. 講読実践 

14. 講読実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原典の講読範囲は、受講者の関心に応じて決定される。 

講読実践は、質疑応答の形式で行なう。 

それゆえ、常に疑問を用意すること。また、解決案を想定すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講師への質問(60%)/講師への回答(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者の関心に応じて、授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA217／ギリシア語原典講読 

(Advanced Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ルキアノス『ペレグリーノスの死』の講読 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語を読解し、解釈する力を養う。ヘレニズム時代の民衆レヴェルの宗教の諸相を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ルキアノス『ペレグリーノスの死』をギリシア語原典で講読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典講読 

3. 原典講読 

4. 原典講読 

5. 原典講読 

6. 原典講読 

7. 原典講読 

8. 原典講読 

9. 原典講読 

10. 原典講読 

11. 原典講読 

12. 原典講読 

13. 原典講読 

14. 原典講読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法書と辞書を用いてギリシア語を読み、翻訳を用意する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講読で示されるギリシア語の読解力(60%)/出席態度(40%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

教材は初回授業時にコピーで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

1. P. Pilhofer. 2005. Der Tod des Peregrinos : ein Scharlatan auf dem Scheiterhaufen. Wissenschaftliche      Buchgesellschaft 

(ISBN:3534158202) 

2. S. Vollenweider. 2013. Was ist wahre Freiheit?. Mohr Siebeck (ISBN:9783161523663) 

3. J. Hammerstaedt. 2002. De magia. Wissenschaftliche Buchgesellschaft (ISBN:3534149467) 

4. Liddell / Scott. 1889. An intermediate Greek-English lexicon : founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek-

English lexicon. Oxford : Clarendon Press (ISBN:0199102066) 

5. F. Montanari. 2015. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Brill (ISBN:9789004193185) 

6. Herbert Weir Smyth ; revised by Gordon M. Messing. c1956. Greek Grammar. Cambridge : Harvard University Press 

(ISBN:0674362500) 

7. Donald J. Mastronarde. 1993. Introduction to Attic Greek, 2nd ed.. University of California Press (ISBN:9780520275713) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA218／ラテン語原典講読 

(Advanced Reading in Latin) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トマス・アクィナスの思想に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的平易なラテン語を読み解くことでラテン語に慣れると同時に、トマス・アクィナスの神学について基礎的理解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、トマス・アクィナスの『神学綱要（Compendium theologiae)』と『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii 

De divinis nominibus expositio）』の一部を講読する。毛色の異なる二つの著作を講読することで、神学者でありまた同時に注解

者でもあったトマスの人物像を明らかにする。 

受講者の興味にしたがって、トマス・アクィナスの他の著作を購読することもありうる。原則的にラテン語既習者を受講者として想

定しているが、授業内容に関心があり積極的に参加を希望する学生の受講は歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

3. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

4. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

5. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

6. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

7. 『神学綱要（Compendium theologiae)』原典講読 

8. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

9. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

10. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

11. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

12. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

13. 『ディオニュシウス神名論註解（In librum beati Dionysii De divinis nominibus expositio）』原典講読 

14. 理解度確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に予習をしっかりと行い、授業後には不明瞭な点を文法書で確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題(40%)/理解度確認(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas Aquinas. 1979. Sancti Thomae de Aquino opera omnia / iussu Leonis XIII P.M. edita. t.42. Editori di San Tommaso 

2. Thomas Aquinas. 1986. S. Thomae Aquinatis In librum beati Dionysii de divinis nominibus expositio. Marietti 

初回の授業で受講生のレベルに応じたテキストを決めるので、事前購入の必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA221／キリスト教学中級講読１ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

グローバル化とナショナリズムの時代における「宗教」ｰｰ世紀転換期ドイツの事例を通

じてｰｰ 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 正樹(SAITO MASAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代世界において「宗教」はどのような現れ方を見せ、変遷してきたのだろうか？本授業ではドイツ社会史と宗教に関する文献を

講読し、19 世紀から 20 世紀への世紀転換期ドイツの宗教と民族主義の関係を理解することを通じて、グローバル化とナショナリ

ズムの時代の宗教の特徴を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員が用意するドイツ語文献のコピーを受講者と一緒に精読し、訳読していく。授業の最後には本授業を通じて得られた知見を

基に議論し、互いの知識や認識を再確認し、共有する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業内容と進め方の説明、一部資料の配付） 

2. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (1) 

3. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (2) 

4. 近代ドイツ社会史研究と宗教 (3) 

5. 近代グローバル史における宗教 (1) 

6. 近代グローバル史における宗教 (2) 

7. 近代グローバル史における宗教 (3) 

8. 近代グローバル史における宗教 (4) 

9. 近代グローバル史における宗教 (5) 

10. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (1) 

11. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (2) 

12. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (3) 

13. 世紀転換期ドイツの宗教と民族主義 (4) 

14. 現代社会における民族主義と宗教（最終ディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の予習、復習の仕方については授業初回のオリエンテーションで説明するが、授業時間外に文献を読み、読んだ箇

所を訳して授業に臨むことが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時間中の課題の遂行とその取り組み方(50%)/提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

下記の参考文献を中心に教員がプリントを用意する。その他の資料も適宜教員が配布する。講読するテキストの分量は、初回オ

リエンテーションの際に受講者のドイツ語の能力や経験に応じて柔軟に決定するので、過度に心配する必要はまったくない。初回

のオリエンテーションが重要なので、受講者を予定する者は可能な限り出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. Benjamin Ziemann. 2009. Sozialgeschichte der Religion. Von der Reformation bis zur Gegenwart. Campus Verlag (ISBN:978-

3593389165) 

2. Thomas Nipperdey. 1988. Religion im Umbruch. Deutschland 1870-1918. C.H.Beck (ISBN:978-3406331190) 

3. Christopher Bayly. 2006. Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780-1914. Campus Verlag (ISBN:978-

3593381602) 

4. Stefanie von Schnurbein/ Justus H. Ulbricht (Hg.). 2001. Völkische Religion und Krisen der Moderne. Entwürfe "arteigener" 

Glaubenssysteme seit der Jahrhundertwende. Königshausen & Neumann (ISBN:978-3826021602) 

5. フリードリッヒ・ヴィルヘルム・グラーフ、2001、『トレルチとドイツ文化プロテスタンティズム』、聖学院大学出版会 (ISBN:978-

4915832406) 

6. ジョージ・Ｌ・モッセ、1998、『フェルキッシュ革命 ドイツ民族主義から反ユダヤ主義へ』、柏書房 (ISBN:978-4760116812) 



 - 32 - 

7. ハンス・G・キッペンベルク、2005、『宗教史の発見 宗教学と近代』、岩波書店 (ISBN:978-4000234122) 

本授業ではドイツ語のテキストを読み進めていく。その際に辞書も利用するので、独和辞典（5 万語以上を推奨）を用意すること。 

本授業の内容に関連する事柄は多岐にわたるので、受講者はそれぞれ関心のある事象に引きつけて上記以外の参考文献も参

照しつつ、積極的に授業に取り組んでもらいたい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA222／キリスト教学中級講読２ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教研究における「社会／個人」と「公／私」 

担当者名 

（Instructor） 
寺戸 淳子(TERADO JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語（フランス語）文献の講読を通して、宗教学的分析の視座を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宗教研究において、当初から重要な基本概念となってきた「社会／個人」と、近年その重要性を増している「公／私」をめぐる議論

について、基礎知識の習得（邦訳テキストの購読）、および、関連するフランス語テキストの購読（フランス語基礎文法修得レベ

ル）。テキストは初回授業時に配布するが、履修者のレベルに応じて変更する可能性もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入①―講読テクスト概説 

2. 導入②―宗教人類学的研究における「社会／個人」 

3. 導入③－宗教社会学的研究における「公／私」 

4. 「共同体」をめぐる議論① 

5. 「共同体」をめぐる議論② 

6. 「共同体」をめぐる議論③ 

7. 「共同体」をめぐる議論④ 

8. 「私事化」をめぐる議論① 

9. 「私事化」をめぐる議論② 

10. 「私事化」をめぐる議論③ 

11. 「他者（他宗教）との関係」をめぐる議論① 

12. 「他者（他宗教）との関係」をめぐる議論② 

13. 「他者（他宗教）との関係」をめぐる議論③ 

14. 「他者（他宗教）との関係」をめぐる議論④ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テクストの詳細な下調べ（内容の不明点（固有名や概念）の予習、および、重要文法事項の確認）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テクスト講読への取り組み状況(50%)/講読テクストに関する提出物（複数回）(50%) 

単位取得のためには 80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

講読テクストは初回授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

<I>Dictionnaire des faits religieux</I> （Azria et Hervieu-Léger (dir.), Paris, PUF, 2010)、その他授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA223／キリスト教学中級講読３ 

(Intermediate Reading on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イタリア語文献の購読 

担当者名 

（Instructor） 
深田 麻里亜(FUKADA MARIA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教美術に関するイタリア語文献を講読し、専門知識を深めつつ、文献の読解力を身に付ける｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級文法を確認しながら、イタリア語文献の講読を行う｡ イタリアの中世から近世のキリスト教美術に関するテキストを購読し、そ

の内容を理解することを目指す。初回に受講予定の学生と話し合い、 関心分野に基づいてテキストを選定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス、全体スケジュールの確認 

2. イタリア語基礎文法の確認１と講読 

3. イタリア語基礎文法の確認２と講読 

4. イタリア語基礎文法の確認３と講読 

5. イタリア語基礎文法の確認４と講読 

6. イタリア語基礎文法の確認５と講読 

7. 課題テキスト講読１ 

8. 課題テキスト講読２ 

9. 課題テキスト講読３ 

10. 課題テキスト講読４ 

11. 課題テキスト講読５ 

12. 課題テキスト講読６ 

13. 課題テキスト講読７ 

14. まとめ、最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

イタリア語文法に関する予習・復習を行うこと。また、あらかじめ課題となるテキストを読み、必要に応じて、時代背景や関連する

他の美術作品についても理解を深めておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/イタリア語購読の精度(30%)/授業への参加・貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小林惺、2000、『新版 イタリア語 21 課』、白水社 (ISBN:4560017565) 

2. 松浦弘明、2013、『快速マスターイタリア語』、語研 (ISBN:4876152721) 

購読テキストのコピーを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. 2008、『伊和中辞典』 第２版、小学館 (ISBN:4095154527) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

イタリア初級文法を修得済みの学生による履修が望ましい｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■AA224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA224／ヘブライ語中級講読 

(Intermediate Reading in Hebrew) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヘブライ語の「中級」を定義する 

担当者名 

（Instructor） 
飯郷 友康(IIGO TOMOYASU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヘブライ語文法の「初級」と「中級」の区分を定義し、「中級」の域に到達すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヘブライ語の格言をひとつ引用する。「ディブラー・トーラー・キルショーン・ベネー・アダム」。この一句をヘブライ文字で再現し、か

つ全ての単語を文法的に解説できるか。これは、初級と中級を分ける一つの基準である。初級文法を丁寧に確認しつつ、中級文

法の段階に進む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. 「初級文法」定義 

3. 「中級文法」仮定 

4. 「中級文法」例題 

5. 「中級文法」質疑応答 

6. 「中級文法」質疑応答 

7. 「中級文法」質疑応答 

8. 「中級文法」質疑応答 

9. 「中級文法」質疑応答 

10. 「中級文法」質疑応答 

11. 「中級文法」質疑応答 

12. 「中級文法」質疑応答 

13. 「中級文法」質疑応答 

14. 「中級文法」定義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

質疑応答により、授業を構成する。つねに疑問を用意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、受講者の関心に応じて、授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA225／ギリシア語中級講読 

(Intermediate Reading in Greek) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ギリシア詞華集を読む 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語を読解する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典ギリシア語の中級向けの詞華集を、辞書と文法書を使いながら読解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 原典読解（ホメロス『イーリアス』より） 

3. 原典講読（ヘロドトス『歴史』より） 

4. 原典講読（アイスキュロス『ペルサイ』より） 

5. 原典講読（ソポクレス『アンティゴネー』より） 

6. 原典講読（テュキュディデス『戦史』より） 

7. 原典講読（エウリピデス『バッカイ』より） 

8. 原典講読（アリストファネス『蛙』より） 

9. 原典講読（プラトン『弁明』より） 

10. 原典講読（クセノフォン『家政学』より） 

11. 原典講読（デモステネス『冠について（クテシポン擁護）』より） 

12. 原典講読（アリストテレス『詩学』より） 

13. 原典講読（プルタルコス『アントニウス伝』より） 

14. 原典講読（新約聖書『使徒行伝』より） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習して翻訳を用意する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講読で示されるギリシア語の読解力(60%)/出席態度(40%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Joint Association of Classical Teacher's Greek Course. 2002. A Greek Anthology. Cambridge University Press 

(ISBN:0521000262) 

教材は初回授業時にコピーで配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

1. Liddell / Scott. 1889. An intermediate Greek-English lexicon : founded upon the seventh edition of Liddell and Scott's Greek-

English lexicon. Oxford : Clarendon Press (ISBN:0199102066) 

2. F. Montanari. 2015. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Brill (ISBN:9789004193185) 

3. Herbert Weir Smyth ; revised by Gordon M. Messing. c1956. Greek Grammar. Cambridge : Harvard University Press 

(ISBN:0674362500) 

4. Donald J. Mastronarde. 1993. Introduction to Attic Greek, 2nd ed.. University of California Press (ISBN:9780520275713) 

5. 山口 義久 (監修)、2016、『古代ギリシャ語語彙集 改訂版 基本語から歴史/哲学/文学/新約聖書まで』、大阪公立大学共同

出版会 (ISBN:9784907209599) 

6. 高津 春繁、2015、『ギリシア語文法 (岩波オンデマンドブックス)』、岩波書店 (ISBN:9784007302930) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA226／ラテン語中級講読 

(Intermediate Reading in Latin) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トマス・アクィナスの思想に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
松澤 裕樹(MATSUZAWA HIROKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的平易なラテン語を読み解くことでラテン語に慣れると同時に、トマス・アクィナスの神学について基礎的理解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、トマス・アクィナスの『説教集（Sermones）』と『存在者と本質について（De esse et essentia）』の一部を講読する。毛

色の異なる二つの著作を講読することで、哲学者でありまた同時に司牧者でもあったトマスの人物像を明らかにする。 

受講者の興味にしたがって、トマス・アクィナスの他の著作を購読することもありうる。原則的にラテン語既習者を受講者として想

定しているが、授業内容に関心があり積極的に参加を希望する学生の受講は歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『説教集（Sermones）』原典講読 

3. 『説教集（Sermones）』原典講読 

4. 『説教集（Sermones）』原典講読 

5. 『説教集（Sermones）』原典講読 

6. 『説教集（Sermones）』原典講読 

7. 『説教集（Sermones）』原典講読 

8. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

9. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

10. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

11. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

12. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

13. 『存在者と本質について（De esse et essentia）』原典講読 

14. 理解度確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に予習をしっかりと行い、授業後には不明瞭な点を文法書で確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

予習課題(40%)/理解度確認(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas Aquinas. 2014. Sancti Thomae de Aquino opera omnia / iussu Leonis XIII P.M. edita. 44/1. Cerf (ISBN:978-2-204-

10066-3) 

2. Thomas Aquinas. 1976. Sancti Thomas de Aquino Opera omnia / iussu Leonis XIII P.M. edita, t.43. Editori di San Tommaso 

初回の授業で受講生のレベルに応じたテキストを決めるので、事前購入の必要はない。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA351／キリスト教学入門講義 １ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書１ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『ヘブライ語聖書』についての基本的知識を獲得し、そこにこめられた種々の中心的なメッセージを学習することによって、キリスト

教成立の背景について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ヘブライ語聖書』の構成と概要について学び、基本的用語や特徴的思想などの基本的知識について学ぶ。毎回小テストを行

い、基本的用語や要点についての理解度を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(Introduction) 

2. 律法 1（The Torah 1） 

3. 律法 2（The Torah 2） 

4. 律法 3（The Torah 3） 

5. 申命記史 1（The Deuteronomistic History 1） 

6. 申命記史 2（The Deuteronomistic History 2） 

7. 申命記史 3（The Deuteronomistic History 3） 

8. 預言者 1（Prophecy 1） 

9. 預言者 2（Prophecy 2） 

10. 預言者 3（Prophecy 3） 

11. 諸書 1（The Writings 1） 

12. 諸書 2（The Writings 2） 

13. 諸書 3（The Writings 3） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回実施する小テスト(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』、日本聖書協会 

聖書は毎回持参すること。聖書の訳は問わない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 並木浩一・荒井章三編、2012、『旧約聖書を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790715566) 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA352／キリスト教学入門講義 ２ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書２ 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教正典『聖書』の第二部『新約聖書』の冒頭には、合計４冊の「福音書」が収録されており、そこにはキリスト教の出発点に

なったナザレのイエスの言行と運命が、それぞれの福音書に独自な視点から物語られている。個々のエピソードの背景には、個

別伝承の発展と福音書記者による編集作業のあることが知られている。本講では、主題ごとにいくつかのイエス伝承をとりあげて

分析および解釈することを通して、キリスト教の基礎的な理解を得ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教正典『聖書』の第二部『新約聖書』の「福音書」を手がかりに、キリスト教の出発点になったナザレのイエスをめぐる物語

の諸相を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 「宗教」とは何か？ 

2. 四つの古代宗教のテキスト比較 

3. キリストの誕生、人の誕生（1） 

4. 悪霊信仰と奇跡行為（3、7） 

5. ■ふりかえりと小テスト 1■ 

6. 探求と尊厳（5、13、4） 

7. 誘惑と思い悩み（2、9） 

8. 上昇志向と奉仕（14、16） 

9. 分裂と平和（10、15） 

10. ■ふりかえりと小テスト 2■ 

11. 死と復活（17、18） 

12. 終末（20） 

13. 子どもと異国人（11、12、6） 

14. ■ふりかえりと小テスト 3■ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『聖書』および教科書の該当箇所を予め読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/ふりかえり（計 3回）と同時に行う小テスト(60%) 

全体の２／３以上の出席が単位取得の最低条件 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』新共同訳、日本聖書協会 

2. 廣石望、2008、『イエス物語――福音書を読む』、コイノニア社 (ISBN:9784901943130) 

上記『イエス物語』は版元が変更予定。上記以外に、講義でレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA353／キリスト教学入門講義 ３ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史１ 

担当者名 

（Instructor） 

寒野 康太(KANNO KOTA) 2018 年 6 月 14 日付変更（理由：担当者変更のため） 

【修正前】土橋 茂樹(TSUCHIHASHI SHIGEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ギリシア哲学とユダヤ・キリスト教思想がどのように出会い、いかなる関係を取り結んでいったか、その経緯を特に東方キリ

スト教圏において考察するのがこの講義の目的です。ギリシア教父思想の展開全体を概括的に理解し、ギリシア哲学の枢要概

念のキリスト教思想における受容と変容について、受講者各自が自分なりの解釈を持つことができるようになってくれれば嬉しい

です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

あくまで聖書解釈に裏打ちされながらもギリシア哲学諸派の枢要概念を縦横に受容・変容しつつ繰り広げられた三位一体論やキ

リスト論などの教義論争や異端論争の実態、さらには修道院運動を介した東方神秘主義思想の深まりとそれがスコラ期以降の

西方中世哲学に及ぼした影響までを射程に収め、具体的なテキスト読解に基づいた議論を展開していきたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシア哲学の概説（プラトン、アリストテレス、ストア派、プロティノス、新プラトン主義） 

3. ユダヤ教徒フィロンと殉教者ユスティノス：ロゴス・キリスト論の形成 

4. オリゲネス：キリスト教のいわゆる「ヘレニズム化」の実相 

5. アレイオス（アリウス）論争をめぐって 

6. ニカイア信条をめぐって：三位一体論の始まり 

7. カッパドキア教父：カイサレイアのバシレイオスとナジアンゾスのグレゴリオス 

8. カッパドキア教父：ニュッサのグレゴリオス 

9. 偽マカリオス：異端メッサリアノイ派と修道院運動 

10. ディオニュシオス・アレオパギテースの神秘神学：「神との合一」をめぐる東方神秘思想の西洋中世への影響 

11. 証聖者マクシモスによる東方教父思想の集大成 

12. 東方教父の思想集成『フィロカリア』を読む：洗礼・涙・祈り 

13. 西方と東方の比較：アウグスティヌスとカッパドキア教父、トマス・アクィナスとグレゴリオス・パラマス 

14. まとめの質疑と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介・解説した諸問題を、配布資料をもとに毎回必ず復習してください。受講者各自が自分の問題として考えることができ

るようなヒントを毎回、課題として提出しますので、それに対する皆さんの短い応答を翌週に提出してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組み（その都度の課題応答の提出や質疑や討議での積極性など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書は使用せず、その都度、資料を配布します。また、参考書については、必要に応じてその都度授業中に紹介しま

す。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA354／キリスト教学入門講義 ４ 

(Introductory Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教史２ 

担当者名 

（Instructor） 
久保田 浩(KUBOTA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS1803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において「キリスト教」と呼ばれる諸現象の政治的・文化的・社会的意味を、その歴史的特殊性との関連で考察する視

点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代社会における多様な「非宗教的」諸問題と「キリスト教」との連関を近現代の「キリスト教」の歴史的展開という観点から論ず

る。毎回授業時間最後に講義内容に関して小グループで議論する。以下の授業計画に記されているテーマに関して講義を行う

予定であるが、受講状況によって変更の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入①―「キリスト教史」の多様性 

2. 導入②－「キリスト教史」叙述の諸問題 

3. グローバリゼーションとキリスト教（１）導入 

4. 同（２）情報化の波の中で 

5. 同（３）「消費主義的キリスト教」 

6. 同（４）近代国民国家とトランスナショナリズム 

7. ホロコーストとキリスト教（１）導入 

8. 同（２）「ドイツ的キリスト教」という現象 

9. 同（３）「教会闘争」における「キリスト教」 

10. 同（４）アウシュヴィッツと「キリスト教」 

11. 冷戦・ポスト冷戦時代とキリスト教（１）導入 

12. 同（２）「対共産主義十字軍」という言説 

13. 同（３）公民権運動を巡って 

14. 最終テスト（論述式） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

セクションごとに授業内容をまとめて考察を加えたもの（小レポート）を提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループでの議論への取り組み（リアクションペーパーを含む）(30%)/指示された提出物（小レポート等）(30%)/最終授業時論述テ

スト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示される。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA355／キリスト教学講義 １ 

(Lectures on Christian Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
旧約聖書学１ 

担当者名 

（Instructor） 
金井 美彦(KANAI YOSHIHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧約聖書の思想的特質を知るとともに、その今日的意義を考える 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代イスラエルの歩みからなぜ旧約聖書が生まれたのか。この問いに答えるため、古代オリエントの政治、社会、宗教について

学びつつ、いわゆる「モーセ五書」と歴史書を検討する。そしてそこに示された思想がいかにして古代イスラエルだけでなく、後の

ユダヤ教を支えることができたのかを考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代オリエントの政治と社会―エジプトとメソポタミア 

2. 古代イスラエルの出発―族長たちの伝承１ 

3. 古代イスラエルの出発―族長たちの伝承２ 

4. モーセと出エジプト―ヤハウェとは何か 

5. モーセと法１―国家に先立つ統治 

6. モーセと法２―申命記法の意義 

7. 国家に先立つ統治の限界と国家―サムエルと王権 

8. ダビデ王朝とメシア思想 

9. 王国と預言者―列王記上下に見られる預言者の活動 

10. 神権と王権―申命記とヨシヤ王の政治的宗教的改革 

11. 王国の滅亡を越えて１―地上的世界の相対化 

12. 王国の滅亡を越えて２―いわゆる「選民思想」 

13. ヘレニズム国家の台頭と民族主義―マカバイ記にみる殉教の思想 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『旧約聖書』の創世記から列王記上下、およびエズラ記、ネヘミヤ記、『旧約聖書続編』のマカバイ記上下を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパーなど(40%) 

30 分以上の遅刻は原則欠席扱い。授業回数の３分の 1 を超える欠席は失格とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 『聖書』、日本聖書協会 

聖書の日本語訳はいずれでもよい。続編（外典、アポクリファ）付きがよい。 

 

参考文献（Readings） 

1. Ｃ．レヴィン、2004、『旧約聖書』、教文館 

2. Ｔ．Ｃ．レーマー、2008、『申命記史書』、日本基督教団出版局 

3. Ｗ．Ｈ．シュミット、1994、『旧約聖書入門上』、教文館 

4. Ｋ．シュミート、2015、『旧約聖書文学史入門』、教文館 

5. Ｇ．フォン・ラート、1980、『旧約聖書神学Ⅰ』、日本基督教団出版局 

6. 山我哲雄、2003、『聖書時代史－旧約編』、岩波書店 

その他、授業中に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA358／キリスト教学講義 ４ 

(Lectures on Christian Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新約聖書学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 健三(TANAKA KENZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新約聖書のパウロの思想をテーマ別に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

過去２０００年のキリスト教史および様々な文化・思想に大きな影響を与えたパウロについて、主に新約聖書から読み取る。 

 

パウロの思想の背景として、当時の文化・思想の歴史的背景を踏まえた上で、パウロがその伝統の上に、どのような独自性を加

えたのか、あるいは加えなかったのかを探り、元来のパウロの意図を学ぶ。またそのようなパウロの思想を後代がどのように継

承し、あるいは偏重したのかについても触れ、キリスト教思想の発端とその後の傾向の一端を垣間見る。そしてそのようなパウロ

の思想を現代の視点と照らし合わせ、現代の文化・思想を理解する一助とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、パウロの生涯 

2. パウロの個別主義と普遍主義 

3. パウロの対人関係 

4. パウロの処世術 

5. パウロの身体論 

6. パウロと政治 

7. パウロの自然観 

8. パウロの空間理解 

9. パウロの終末観１ 

10. パウロの終末観２ 

11. パウロの人生観 

12. 現代思想とパウロ１ 

13. 現代思想とパウロ２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業で紹介する。聖書は各自で用意すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA359 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA359／キリスト教学講義 ５ 

(Lectures on Christian Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教思想史１ 

担当者名 

（Instructor） 
海老原 晴香(EBIHARA HARUKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・テキスト講読を通じてキリスト教の霊性思想にふれ、価値を見出す 

・文献を外国語で読解し、著者の思想にふれる方法を身に着ける 

・テーマに関する問いと向き合い、対話を通じて思索を深め、自分の見解を発表、説明できる 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、4 世紀古代ギリシア世界で活躍し、その後のキリスト教思想に多大な貢献を及ぼしたとされるキリスト教教父ニュ

ッサのグレゴリオスが、亡き姉マクリナと家族についてつづった『聖マクリナの生涯』を英語で講読する。女性自身による執筆が稀

であった時代において、霊的な生き方を貫いた女性の姿が語られている本書の記述内容は貴重である。「霊的に生きる」とはどう

いうことか、人間と神との関係や、人間の使命について、家族の物語を通じて描き出すテキストにじっくりと向き合う。受講者は指

示された箇所を各自あらかじめ試訳して出席することが求められる（テキストについては訳出をより多く進めることよりも内容を味

わい深めることに重きを置く）。必要なキリスト教的知識は随時教員から解説する。受講者の状況により、講読箇所や進度は調整

され、授業内でテーマに関するディスカッションを実施することがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 進め方と導入 

2. 教父 

3. マクリナの家族 

4. マクリナの生い立ち 

5. 秘密の名前「テクラ」 

6. マクリナへの教育 

7. マクリナと婚約 

8. 「おとめ」として生きる決断 

9. 霊的生活 

10. マクリナと兄バシレイオス 

11. マクリナと母エメリア 

12. マクリナと弟ナウクラティオス 

13. ナウクラティオスの死 

14. 試験とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示があったテキスト箇所を各自あらかじめ試訳して出席すること。資料や連絡事項等、Blackboard を通じて案内することがある

ので、定期的に確認すること。確認しなかったことによる不利益は受講者の責任となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テキスト読解・予習準備(40%)/授業内アクティビティ・ディスカッション等への参加の積極性・協働性(40%)/学期末確認テスト(20%) 

・テキスト読解・予習準備／授業内アクティビティ・ディスカッション等への参加の積極性・協働性：指定箇所の予習をしたうえで出

席し、テーマに関する意見交換が求められた際などには質問や発言をすることができる ・学期末確認テスト：指定された箇所の

英文に和訳を付すことができる／演習で扱ったテーマに関する問題に対し、他者の意見をふまえて自分の見解を述べることがで

きる 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Anna M. Silvas. 2008. <I>Macrina the Younger, Philosopher of God</I>. Brepols Publishers n.v (ISBN:9782503523903) 

※テキストは受講者にコピーして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンソニー・メレディス、2011、『カッパドキア教父 キリスト教とヘレニズムの遺産』津田謙治訳、新教出版社 

(ISBN:9784400227533) 
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2. 『聖書』、日本聖書協会 他 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・資料や連絡事項等、Blackboard を通じて案内することがある。 

・遅刻（講義開始後 15 分まで）および早退（講義終了 15 分前から）3 回で欠席 1 回とする。15分以上の遅刻、早退は欠席とす

る。特別な事情がある場合は考慮するので申し出ること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA361／キリスト教学講義 ７ 

(Lectures on Christian Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較宗教学１ 

担当者名 

（Instructor） 
藁科 智恵(WARASHINA CHIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教学が成立する背景となった時代状況、学問状況への理解を深めるとともに、宗教学の対象と方法に関する包括的認識を得

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀ヨーロッパという歴史的状況において「宗教」が学問の対象として主題化されていく過程を追っていく。そして、そのように

生成した宗教学におけるさまざまなディシプリンへの理解を深めるとともに、それぞれが相互にどのような関係にあるのかを検討

していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 宗教学とは 

3. 神学と近代学問 1 

4. 神学と近代学問 2 

5. 宗教学の成立 

6. 宗教人類学と宗教社会学 1 

7. 宗教人類学と宗教社会学 2 

8. 宗教人類学と宗教社会学 3 

9. 宗教人類学と宗教社会学 4 

10. 宗教心理学 1 

11. 宗教心理学 2 

12. 宗教現象学 1 

13. 宗教現象学 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の予習、復習については、授業において指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物 1 回目(40%)/提出物 2 回目(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

授業において指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA363／キリスト教学講義 ９ 

(Lectures on Christian Studies 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
神学思想１ 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本において提唱された神学思想の幾つか、特に「無／場（所）の神学」とそれに関連する神学思想を通して、キリスト教が

語ろうとしていることを捉え、〈わたし〉〈われわれ〉について考察するための足掛かりをなす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の現代神学思想、そのなかでも特に 1970 年以後の独創的な思索をおこなった幾人かの神学者たちの思想を中心に紹介

し、それらを通して、キリスト教が語ろうとしていることとは何か、そして語りかけられているわれわれのあり様について考察してい

きたい。 

授業の進め方としては、先ずは本授業がどのような視点によって議論していくのかについて論じる。その後、本授業の中核となる

「無／場（所）の神学」へと連なるであろう幾つかの日本の神学思想について見ていく。それらを踏まえた上で「無／場（所）の神

学」によって論じられていること、そしてそれと関連すると思われる思想を考察することを通して、キリスト教が語ろうとしているこ

と、そして〈わたし〉〈われわれ〉とは、ということを論じていく。 

なお、各授業の終わりに 10 分くらいの時間を取り、出席票を兼ねたコメントペーパーに意見や質問などを記入してもらい、授業終

了時に提出してもらう。記入してもらったものは、受講者の許可が得られれば、個人が特定されないようにした上で共有できるよう

にし、幾つかのものに関しては授業内で紹介し、応答するつもりなので、積極的な参加を望む。 

授業は基本的には講義形式で行うが、グループディスカッションなども行えればと思っている。また、授業の進め方は、受講者の

興味などにより適宜調整する予定である。 

なお、理解を深めるために、補助教材として映像資料も用いるつもりである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「我々」と「宗教」1 

3. 「我々」と「宗教」2 

4. キリスト教と「我々」1 

5. キリスト教と「我々」2 

6. 日本の神学 1 

7. 日本の神学 2 

8. 日本の現代神学思想 1 

9. 日本の現代神学思想 2 

10. 「無／場（所）の神学」1 

11. 「無／場（所）の神学」2 

12. 「無／場（所）の神学」3 

13. 「無／場（所）の神学」とその展開の可能性 

14. まとめ＋最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびコメントペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AA366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA366／キリスト教学講義 １２ 

(Lectures on Christian Studies 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教倫理学２ 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「生命倫理」をめぐる諸問題の中から、とくに「死」をめぐって提起されている課題を取り上げ、その実態の把握に努めるとともに、

今後の社会の在り方と自身の生き方を尋ねる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「死」をめぐって提起されている問題について、その実状を学ぶ。また、それらの問題の根柢にある人間理解を掘り起こし、検討を

加える。この作業を通して、私たちの内にある「いのち」についての価値観を問い直し、あるべき社会の姿とその社会形成への参

与を模索する。講義を中心に進めるが、グループ討論や全体討議も行う予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 生命倫理の諸問題 

3. 人が死ぬということ 

4. 「脳死」1 

5. 「脳死」2 

6. 臓器移植 1 

7. 臓器移植 2 

8. 「安楽死」1 

9. 「安楽死」2 

10. 「尊厳死」と「尊厳ある死」1 

11. 「尊厳死」と「尊厳ある死」2 

12. 「死」の自己決定 

13. 全体討論 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「死」をめぐる諸問題について、各自が事前に自身の問いを整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業内小レポート(60%) 

単位修得のためには 2/3 以上の出席が必要。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

討議への積極的な参加を期待する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA368／キリスト教学講義 １４ 

(Lectures on Christian Studies 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宗教心理学 

担当者名 

（Instructor） 
堀江 宗正(HORIE NORICHIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宗教、スピリチュアリティに関わる現代的な現象を具体的に知り、それに関する歴史的背景や心理学・社会学による分析・解釈に

ついて学び、これらを全肯定も全否定もせず、冷静に議論する姿勢を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代日本人は「無宗教」と言われるが、実際には私達の文化の様々な側面に「宗教」的なものが溢れている。ここでは、「スピリチ

ュアリティ」をひとまず、「歴史的宗教と関わりが深いが当事者から「宗教」と認知されないもの」と定義し、その網の目に引っかか

ってくる現象を多角的に説明していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. スピリチュアリティとは何か 

3. ファンタジー──ポピュラー文化 

4. オカルト、魔術、ゴス──サブカルチャー 

5. 占い 

6. スピリチュアリズム（歴史的展開） 

7. スピリチュアリズム（思想の特徴） 

8. スピリチュアリズム（分析・解釈） 

9. 癒し 

10. ボディワーク 

11. スピリチュアリティと政治 

12. パワースポット・聖地 

13. 修行――伝統宗教への回帰 

14. 制度化するスピリチュアリティ――医療・心理・教育・環境 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「授業用テキストを、授業の 1 週間前に次の URLで公開するので、それを事前に読むこと。https://goo.gl/mq58ic 

 

さらに次の URLに匿名で質問できる「質問箱」があるので、質問のある人は「授業内容への質問です」と明記した上で質問をする

こと。https://peing.net/norichikahorie 

 

また、レポート試験では、授業では紹介していないような事例を集めて、その歴史的背景、心理学的・社会学的な分析について書

くことを課題とする。積極的にアンテナを張り、「スピリチュアリティ」に関連する事例やニュースを蓄積しておくことを勧める。」 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席（受講態度など）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業用テキストは、教員がプリントとして配布する。その内容は下記からオンラインで見ることができる。 

https://goo.gl/mq58ic 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「授業用テキスト：https://goo.gl/mq58ic 

 

質問箱：https://peing.net/norichikahorie」 
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注意事項（Notice） 
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■AA370 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA370／キリスト教学講義 １６ 

(Lectures on Christian Studies 16) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
教育学科の学生は科目コード AE324「キリスト教と教育２」で履修登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA372／キリスト教学講義 １８ 

(Lectures on Christian Studies 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアのキリスト教２ 

担当者名 

（Instructor） 
倉田 明子(KURATA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国近現代におけるキリスト教の歴史とその役割について理解を深める 

 

授業の内容（Course Contents） 

１.中国におけるキリスト教の展開について、概説的なテキストを用いながらその全体像を解説する。 

２.近現代中国におけるプロテスタントの展開については、中国内外の情勢の変化についても解説を加えながら、より深い理解を

促す。 

３.中華人民共和国におけるキリスト教についても、最新の研究成果や現状を紹介し、キリスト教を通して中国の今を捉える視点

を提示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中国キリスト教史を学ぶ意味 

2. キリスト教の中国への伝播――東シリア教会とアジア 

3. ヨーロッパにおけるキリスト教の展開とアジア 

4. 明清時代のカトリック教会 

5. 19 世紀中期の中国キリスト教 

6. 太平天国とキリスト教 

7. 清末の中国社会とキリスト教――清末改革と宣教師 

8. 清末の中国社会とキリスト教――教案と義和団事件 

9. 中華民国の社会とキリスト教 

10. 19 世紀末から日中戦争終結までの日本と中国の教会 

11. アジア・太平洋戦争期の中国キリスト教と日本 

12. 中華人民共和国におけるキリスト教 

13. 台湾におけるキリスト教 

14. 香港におけるキリスト教 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業前に、指定されたテキストの箇所を読んでおくこと。 

必要に応じて高校の世界史教科書、下記参考書等に目を通し、中国史についての基本的な事項を理解しておくこと。 

教員の指示に従って、テキストや参考書を利用しながら、授業後の復習を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

2／3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石川照子、倉田明子ほか、2016、『はじめての中国キリスト教史』、かんよう出版 (ISBN:9784906902750) 

 

参考文献（Readings） 

1. 並木頼壽、杉山文彦編著、2011、『中国の歴史を知るための 60 章』、明石書店 (ISBN:9784750333434) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 55 - 

■AA374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA374／キリスト教学講義 ２０ 

(Lectures on Christian Studies 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの宗教２ 

担当者名 

（Instructor） 
徐 正敏(SUH JEONG MIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、キリスト教の世界宣教と他の宗教との関係、そして日本と韓国の社会との関係、時代的な課題について講術しま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1．キリスト教と現代社会の関係について探求する。 

2．キリスト教の近現代の歴史と他宗教、他思想との関係について理解する。 

3．キリスト教と政治、イデオロギーとの関係、具体的には日本、あるいは韓国社会との関係と課題について理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教の宣教歴史はどのように展開されたか？ 

2. キリスト教と帝国主義との関係 

3. 政治と宗教、キリスト教と国家の関係 

4. キリスト教の福音と他の宗教、文化との関係 

5. 「創造論」と「進化論」、キリスト教と科学との関係 

6. キリスト教の宣教方法論の種類と葛藤 

7. 近代日本のキリスト教に対する政策－「脱亜入欧」、「和魂洋才」 

8. 近代韓国キリスト教受容－「近代化」の希望 

9. 日本の朝鮮に対する植民地統治とキリスト教との関係 

10. 戦後日本キリスト教の「戦責告白」と「社会参与」 

11. 韓国キリスト教の「民主化運動」と「統一運動」 

12. 韓国キリスト教の多数派と「資本主義」 

13. キリスト教と人権、平和運動 

14. 「キリスト教主義」教育の歴史と現在 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 教科書と参考書、あるいは他の資料を参考しながら毎週授業のテーマに関係があると思われる内容の項目を整理して授

業に参加すること。 

 

復習 授業中のノートと予習の内容を比較しながら講義の内容を再確認すること。 

 

毎週の講義テーマについて予習して、なるべく質問を準備して、授業に参加するようにお願いします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントペーパーの内容(40%)/出席および平常の授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 徐正敏、2013、『日韓キリスト教関係史論選』、かんよう出版 (ISBN:978-4-906902-11-8) 

2. 徐正敏、2009、『日韓キリスト教関係史研究』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4-8184-0704-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA376／キリスト教学講義 ２２ 

(Lectures on Christian Studies 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と美術２ 

担当者名 

（Instructor） 
安發 和彰(AWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「天使」をキーワードにして西洋のキリスト教美術を学びます。西洋（東西ヨーロッパ）の美術に現れる「天使」表現について、キリ

スト教の思想や信仰の歴史に目を向けつつ学習し、西洋美術の成り立ちと展開の経緯を理解してゆきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋（東西ヨーロッパ）キリスト教美術における「天使」はきわめて多様でした。とくに初期から中世にかけては、「天使論議」が盛

んに交わされ、それに伴ってさまざまな天使像表現が試みられました。この講義では、おもに初期～中世の作品をとりあげて、ル

ネサンス以降の作品との比較も交えながら、それらの特徴（表現上の工夫）を検討し、その思想的根拠や社会的背景についても

考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：キリスト教の天使崇敬と美術 

2. 大天使ミカエル：天使の聖地モン・サン・ミシェル 

3. 大天使ミカエル：天使の聖地カステル・サンタンジェロ他 

4. 「天使論」について 

5. 光である天使：天使像伝統の形成 

6. 初期葬礼美術の天使：ローマのカタコンベ壁画 

7. 初期葬礼美術の天使：ローマの石棺彫刻 

8. 古代から中世へ：女神ニケ・タイプの天使 

9. 古代から中世へ：クピド・タイプの天使 

10. 最高天使ケルビム：東方シリアから西洋へ 

11. 最高天使セラフィム：スペインのロマネスク壁画 

12. 大天使ガブリエル：「受胎告知」の天使 

13. 大天使ガブリエル：ルネサンスの「受胎告知」 

14. まとめと筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献等によって、テーマ（作品）ごとに天使表現の図像をチェックし、予習・復習すること。とくに復習が大切です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/複数回の小テスト(60%) 

いずれも『持ち込み不可』。2/3以上の出席を単位修得の条件とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は使用しません。適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 辻佐保子編、1997、『世界美術大全集 西洋篇第 7 巻 西洋初期中世の美術』、小学館 (ISBN:4096010073) 

2. 高橋榮一編、1997、『世界美術大全集 西洋篇第 6 巻 ビザンティン美術』、小学館 (ISBN:4096010065) 

3. P.L.ウイルソン（鼓みどり訳）、1995、『天使 神々の使者』、平凡社 (ISBN:9784582884324) 

4. 視覚デザイン研究所編、1995、『天使のひきだし』、視覚デザイン研究所 (ISBN:9784881081198) 

5. 加藤磨珠枝・益田朋幸、2015、『西洋美術の歴史 中世Ｉ キリスト教美術の誕生とビザンティン美術』、中央公論新社 

(ISBN:9784124035926) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料（DVD）なども適宜活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA378／キリスト教学講義 ２４ 

(Lectures on Christian Studies 24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と音楽２ 

担当者名 

（Instructor） 
植木 紀夫(UEKI NORIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1) キリスト教音楽及びキリスト教思想と文化の歴史的関係を指摘することができる。 

2) レポートで自らの関心事と、キリスト教音楽との結びつきを論理的に記述することができる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教は、その中心的な宗教行為である典礼・礼拝を、常に音楽を伴う讃美と共に行い、信仰と思想の表現としての豊かな芸

術を生み出してきた。キリスト教と音楽の関わりの考察は、西洋音楽、ヨーロッパ史、現代世界におけるキリスト教の諸相への理

解を助けると共に、キリスト教そのものへの理解を深めるものである。本授業では、歴史的な視野のもとバロック期より現代まで

のまでのキリスト教と音楽の様々な関係を、音源・鑑賞資料等を交えながら考察し、それらの今日的意義について考える。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論 

2. バロック音楽の夜明け ～ヴェネツィア楽派の隆盛 

3. パウル・ゲルハルとドイツ 3 大 S 

4. J.S.バッハの教会カンタータ 

5. J.S.バッハのオルガン音楽 

6. J.S.バッハの受難曲 

7. イングランドの詩編歌と創作賛美歌 

8. 西欧社会の世俗化と音楽 

9. J.ハイドンと F.メンデルスゾーンの宗教音楽 

10. 米国におけるスピリチュアルと福音唱歌 

11. 西洋音楽の日本渡来とキリスト教 

12. 第２バチカン公会議と典礼聖歌 

13.  賛美歌における今日的課題 

14. 学期末筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

キリスト教史を概観しておくことが望ましい。 

授業で扱う内容についてレジュメ等で復習すること。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及びリアクションペーパー(30%)/小レポート（2 回，各 15％）(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 金澤正剛、2007、『キリスト教と音楽』、音楽之友社 (ISBN:978-4-276-11058-8) 

2. 金澤正剛、2005、『キリスト教音楽の歴史』、日本キリスト教団出版局 (ISBN:978-4-276-11058-8 ) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA380／キリスト教学講義 ２６ 

(Lectures on Christian Studies 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教美術史２ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋古代末期から中世におけるキリスト美術について，ユダヤ教やイスラームといった他の宗教美術との相互関係や，当時の文

化，社会など多様な視点から理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋古代世界において，初期キリスト教美術は，他の宗教美術と密接な関わりのなかで誕生し，発展してきた。この授業ではキリ

スト教美術を中心におきつつ，その発展をたどりながら，ユダヤ教やイスラームといったその他の宗教との関係について学び，広

い視点でそれらを解釈することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入:キリスト教美術とはなにか 

2. ローマ世界とキリスト教美術のはじまり（１） 

3. ローマ世界とキリスト教美術のはじまり（２） 

4. 初期キリスト教美術にみる異教の伝統（１） 

5. 初期キリスト教美術にみる異教の伝統（２） 

6. 初期キリスト教とユダヤ教の美術（１） 

7. 初期キリスト教とユダヤ教の美術（２） 

8. 初期イスラームとキリスト教美術（１） 

9. 初期イスラームとキリスト教美術（２） 

10. 初期中世におけるキリスト教美術の発展（１） 

11. 初期中世におけるキリスト教美術の発展（２） 

12. 中世キリスト教美術に見る反ユダヤ主義（１） 

13. 中世キリスト教美術に見る反ユダヤ主義（２） 

14. まとめ 授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献であげたものなど，関連書籍を事前に読んでおくことが望ましい。また、授業でとりあげた作品，関連事項については，

各自図書館を利用して復習し，理解を深める努力を期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への参加態度(30%)/授業中に行う小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・ラウデン（益田朋幸訳）、2000、『初期キリスト教美術・ビザンティン美術（岩波世界の美術）』、岩波書店 

(ISBN:4000089234) 

2. 越宏一、2001、『ヨーロッパ中世美術講義』、岩波書店 (ISBN:4000266020) 

3. 加藤磨珠枝/益田朋幸、2016、『西洋美術の歴史２ 中世Ⅰキリスト教美術の誕生とビザンティン世界』、中央公論新社 

(ISBN:9784124035926) 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA382／キリスト教学講義 ２８ 

(Lectures on Christian Studies 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教音楽学２ 

担当者名 

（Instructor） 
ショウ，Ｓ．(SHAW,SCOTT) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アフロアメリカン音楽、 特にゴスペルを理解するこ と 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的には講義形式で行われ、 歴史的、 現代的な録音、 ビデオを通して、 奴隷制度、 差別制度を含むア メリカにおいて

のアフロアメリカンの歴史を示すユ ニークな形の音楽の発達をたどる 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アフロアメリカン音楽の紹介 

2. 奴隷制度と音楽-アフリカのルーツ 

3. 19 世紀〜20 世紀アメリカの法的差別の紹介 

4. 19 世紀黒人霊歌とホワイトゴスペル音楽 

5. 20 世紀初めのブルース、 ジャズ、 ゴスペルのルーツ 

6. 公民権運動と音楽 

7.  中間筆記テスト 

8. 初期モダンゴスペル 、1950 年代 

9. 初期モダンゴスペル、 1960 年代 

10. 後期モダンゴスペル、1970-80年代 

11. 現代のゴスペル 

12. 映画の中のゴスペル 

13. まとめ、 復習 

14. 最終筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業時間外の復習はおもにオンラインリソース (Utubeなど) と録音を使って、 ゴスペル音楽 の演奏を鑑賞すること。 必要に

応じて、 プリントを 配布することもある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA385／キリスト教学講義 ３１ 

(Lectures on Christian Studies 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と映画１ 

担当者名 

（Instructor） 
鳥居 雅志(TORII MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画作品で描かれていることのキリスト教的解釈を通して、キリスト教が語ろうとしていることとは何か、キリスト教の課題などに

ついて考察し、キリスト教についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に、全員で映画作品を鑑賞し、次の回にその映画作品で描かれていたことについてキリスト教的視点から講義を行う。講

義は、受講者による作品の分析や解釈、感想、質問などを紹介し、それらへ応答することによって行うつもりなので、積極的な参

加を望む。（コメントの提出は、出席票を兼ねたものに記入して授業後に、あるいは Blackboardを用いて PDF ファイルや Wordフ

ァイルなどで授業日の翌日の 23:59 までに、とする。なお、コメントペーパーの内容は、受講者の許可が得られれば、個人が特定

できないようにした上で、皆で共有できるようにすることも考えている。） 

鑑賞する映画作品に関しては、受講者にアンケートをとった上で最終的に決めたい。また、受講者の人数にもよるが、受講者によ

る映画作品の論評会のようなこともできればと考えている。 

なお、授業のスケジュールに関しては、鑑賞する映画作品や受講者の興味や人数などによって適宜調整する予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 1＋アンケート 

2. 導入 2＋映画作品鑑賞 

3. 映画作品鑑賞 

4. 講義＋映画作品鑑賞 

5. 映画作品鑑賞 

6. 講義＋映画作品鑑賞 

7. 映画作品鑑賞 

8. 講義＋映画作品鑑賞 

9. 映画作品鑑賞 

10. 講義＋映画作品鑑賞 

11. 映画作品鑑賞 

12. 講義＋映画作品鑑賞 

13. 映画作品鑑賞 

14. 講義（総括）＋期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および提出物（コメントペーパー）(70%)/期末レポート（又はそれに準ずるもの）(30%) 

コメントの提出は、出席票を兼ねたものに記入して授業後に、あるいは Blackboardを用いて PDF ファイルや Word ファイルなどで

授業日の翌日の 23:59 までに、とする。また、期末レポートの提出は原則として最終授業時とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA387 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA387／キリスト教学講義 ３３ 

(Lectures on Christian Studies 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教の礼拝１ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 光(MIYAZAKI HIKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教の礼拝についての基礎的な知識を身につける。聖書と歴史によって構築されてきた礼拝に学び、現代における意義や

課題を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キリスト教礼拝の根幹である、聖餐式（ミサ）とその音楽・聖歌（賛美歌）を中心に取り上げ、日本聖公会および立教学院の実践を

踏まえて講義する。映像や音楽資料も積極的に用いる。尚、礼拝の学びには、礼拝経験を必要とするので、受講者は、立教チャ

ペルや各地の教会で行われている礼拝へ（開講期間中、最低でも一回は）出席することを要望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. キリスト教の礼拝とは（基礎と原理） 

2. 礼拝と「時」（教会暦の成立・発展） 

3. 礼拝の「時」を彩る音楽・聖歌 

4. 礼拝の「場」（教会建築） 

5. シンボルと祭服・祭具 

6. 聖餐式（ミサ）の起源と発展（古代） 

7. 聖餐式（ミサ）の進化と専門化（中世） 

8. 英国教会の聖餐式の成立と変化（宗教改革） 

9. 現在の『祈祷書』の聖餐式（20世紀～） 

10. 聖餐式の多様な姿 

11. 聖餐式の神学（サクラメント論）の差違 

12. 聖餐式（ミサ）の音楽・聖歌 

13. 聖餐式（ミサ）の準備 

14. 聖餐式（ミサ）の実践 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は、立教学院のチャペルや各地の教会などを、自主的に見学し、礼拝にも積極的に参加すると、講義が体験的に、主体

的に学べるだろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時のリアクション・ペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宮﨑光、2008、『聖公会の聖歌―いのちを奏でよ』、聖公会出版 (ISBN:978-4-88274-192-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 具 正謨、2012、『論集 典礼と秘跡』、教友社 (ISBN:978-4-902211-77-1) 

2. 加藤博道、2015、『心を神に―礼拝への思索と実践』、聖公会出版 (ISBN:978-4-88274-282-1) 

3. 1990、『日本聖公会 祈祷書』、日本聖公会管区事務所 

4. 2006、『日本聖公会 聖歌集』、日本聖公会管区事務所 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA389 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／キリスト教学講義 ３５ 

(Lectures on Christian Studies 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と現代社会１ 

担当者名 

（Instructor） 
平良 愛香(TAIRA AIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダーとセクシュアリティについて、特にキリスト教がどのような影響を与えたのか学びつつ、新たな性倫理を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「性」を表す３つの英語、Sex、Gender、Sexualityの違いについて学びつつ、様々な性のあり方について考えていく。それと同時

に、その３つの性に対して、キリスト教がどのように考えてきたのか、これからどのようにアプローチしていけるのかを追求してい

く。 

 

学生からの質問／感想を重視した講義形式をとる。ゲストスピーカーの予定あり。 

同意のない性がなぜいけないのか。同意があればすべての性が「ゆるされる」のか。具体的な事例を挙げながら顕彰していく。 

 

＜扱う可能性のある事項＞ 

同性愛、両性愛、アセクシュアル、パンセクシュアル、トランスジェンダーと性同一性障害、性分化疾患（DSD)、HIV・エイズ、結婚・

離婚・反婚、結婚外のセックス、近親姦、小児性愛、買売春とセックスワーカー、ＳＭ,など。性に対して多くの枠を規定してきたキリ

スト教の根拠をも検証しながら，各自の納得の中で性倫理を築き上げていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 性を表す３つの視点「セックス」「ジェンダー」「セクシュアリティ」 

2. 性の多様性１「性的指向」 

3. 性の多様性２「性自認」ほか 

4. 性の多様性３、ゲストスピーカー 

5. 聖書と性的少数者（同性愛、トランスジェンダー） 

6. 合意のない性を考える「性暴力」「セクシュアルハラスメント」 

7. 合意のある性を考える１「金銭を伴わないもの」 

8. 合意のある性を考える２「セックスワーカーと人身売買」 

9. 模擬結婚式 

10. 結婚と性、反婚、ゲストスピーカー 

11. ディスカッション 

12. HIV/エイズと性、ゲストスピーカー 

13. まとめ１ 

14. まとめ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(34%)/普段のリアクションペーパー(33%)/まとめ１または２のリアクションペーパー(33%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平良愛香、2017、『あなたが気づかないだけで神様もゲイもいつもあなたのそばにいる』、学研プラス (ISBN:ISBN978-4-05-

406611-3) 

特に指定せず。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プライバシーを重んじます。 
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注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 64 - 

■AA392 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA392／キリスト教学講義３８ 

(Lectures on Christian Studies 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本宗教史 

担当者名 

（Instructor） 
星野 靖二(HOSHINO SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2803 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の宗教をめぐる歴史について、特に大きな変動が見られた近代以降を中心に、個別の宗教伝統だけに目を向けるのではな

く、社会の中における宗教の位置付けなどを含めて、基礎的な知識を身につけることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の宗教をめぐる歴史について、主として近代に焦点を合わせて考える。近代の日本においては、国民国家の形成という課題

があり、そこで宗教なるものをどのように取り扱っていくのかということが問題とされ、また制度化された。これと結びつく形で、そも

そも「宗教」とはどのようなものであるべきかという議論が行われ、かつ個別の宗教伝統はそうした制度や議論を参照しながら自

らを組み替えていくことになる。この授業では、仏教史やキリスト教史などの個別の宗教伝統の歴史を参照しながら、近代日本に

おける宗教なるものの展開を俯瞰的・横断的に捉えることを試みる。基本的には緩やかに時代を追って歴史的な展開を見ていく

が、取り扱う内容によっては時代が前後することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 

2. 問題としての〈宗教〉 

3. 明治政府と神道 

4. 宗教をめぐる議論 

5. キリスト教対仏教 

6. 明治憲法と教育勅語 

7. 学校と宗教 

8. 宗教の組織化と個人化 

9. 煩悶と信仰 

10. 社会問題と宗教 

11. 植民地と宗教 

12. 総力戦体制と宗教 

13. 戦後の日本社会と宗教 

14. おわりに 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、事前に配布された資料を読み、その際に生じた疑問や質問などを書きとめておくこと。復習としては、授業内容を

振り返り、やはり疑問点などがあれば書きとめておくこと。これらの疑問や質問などをリアクションペーパーで提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、授業参加、リアクションペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

基本的に配付資料に基づいて授業を行う。指定の教科書は用いない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 65 - 

■AA501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 

1. 三成美保・姫岡とし子・小浜正子編、2014、『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』、大月書店 

(ISBN:9784272501816) 

2. 歴史学研究会編、2014、『世界史 20 講 : 史料から考える』、岩波書店 (ISBN:9784000259965) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する知識、理解、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世末まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/毎回のリアクションペーパー。(20%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「共に生きる」ための想像力と基盤の探究 

担当者名 

（Instructor） 
岩舘 豊(IWADATE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会学とは、現代社会の成り立ちや変容とそのメカニズムについて、理論的な省察と具体的かつ混沌とした現実とを往復しな

がら思考・分析していく学知の営みです。そして、多様な個々人が矛盾や困難をかかえつつ「それでもなお、共に生きる」ことを可

能にする想像力と社会的基盤を探究する学問でもあります。 

 この授業の目標は、（1）社会学の基本的な思考法とカテゴリーを習得し、（2）それにもとづいて具体的な社会事象や社会問題を

分析・考察できるようになることにあります。 

 社会について分析・考察する営みやそれをおこなう人間もまた社会という事象に含みこまれています。したがって、社会学を学

ぶ、あるいは「社会学する」とは、社会のなかでどう生きるかを考えることに他なりません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1～4 回の授業では、社会をとらえようとする際に社会学が用いる思考法について学びます。 

第 5～7 回の授業では、具体的な社会現象や社会問題を考察する際の基本的なカテゴリーを学びます。 

第 8〜10 回の授業では、それまでに習得した思考法とカテゴリーを踏まえながら、具体的な社会事象である「労働」をとりあげ、

考察していきます。 

第 11 回以降は、東日本大震災という出来事とそれが突きつけた現代社会と社会学の課題について考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会学の思考法（１）ーー社会的なるものと社会学的想像力 

3. 社会学の思考法（２）ーーマクローミクロのリンク 

4. 社会学の思考法（３）ーー構造と構造化 

5. 社会学のカテゴリー（１）ーー秩序と権力 

6. 社会学のカテゴリー（２）ーー合理化と官僚制 

7. 社会学のカテゴリー（３）ーー階層と階級 

8. 現代の社会問題（１）ーー過重労働と雇用の不安定化 

9. 現代の社会問題（２）ーー労働者の権利と尊厳 

10. 現代の社会問題（３）ーー若者の労働組合実践 

11. 東日本大震災という出来事から（１）ーー「同時代のこと」として 

12. 東日本大震災という出来事から（２）ーー不条理性と表現 

13. 東日本大震災という出来事から（３）ーーゆらぐ近代性の社会空間 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）配布するレジュメ・資料をよく読んできてください。 

（２）新聞やニュースを通じて、現代社会に関する知識・情報を幅広く習得してください。 

（３）課題やレポートに計画的に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。適宜、文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一ほか、2007、『社会学（New Liberal Arts Selection)）』、有斐閣 

2. 豊泉周治ほか、2014、『＜私＞をひらく社会学ーー若者のための社会学入門』、大月書店 

3. 本田由紀（編）、2016、『現代社会論 ーー 社会学で探る私たちの生き方』、有斐閣 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生との議論に応じて、内容を組み替えていくことがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AA505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律における個人と社会 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学が対象にしている諸問題について、特に民事法のトピックを中心に説明していきます。現代社会において個

人は、経済活動を日々の中心に据えて、法の規律の下で自由に活動しています。その意味では財産法（民法）は身近な法であり

法規範の「骨格的な」役割を担っています。個人はどのような存在として扱われ、どのようにして個人の権利義務が実現されてい

るのかを見ていきます。 

講義ではまず一般的な法の捉え方を説明した後、法律が具体的に用いられている様子を判例を通して説明していきます。また裁

判において権利義務が実現される仕組みとそれを支える理念についても説明します。授業の最後の部分では最近の問題、特に

立法や法改正の持つ意味、司法制度改革の目的、これらからの法律の望ましい社会との関わり合い方について概観します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

法の捉え方について（法のイメージ） 

2. 法の静態１（公法と私法） 

3. 法の静態２（実体法と手続法） 

4. 法の静態３（民事法と刑事法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 裁判の機能と訴訟の役割 

13. 司法制度改革と法律の改正 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んでくること。その他授業時間外の学習に関する指示は、必要に

応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題レポート(20%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない。適宜講義レジュメ及び資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

4. 米倉明、1973、『法学入門（法律学教材）』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-034019-0) 

5. 山本和彦、2008、『よくわかる民事裁判〔第２版補訂〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-28113-4) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介する。 

 



 - 70 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA781／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 磨珠枝(KATO MASUE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA782／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
西原 廉太(NISHIHARA RENTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA783／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
廣石 望(HIROISHI NOZOMU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA784／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
ゾンターク，Ｍ(SONNTAG,MIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA786／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 修一(HASEGAWA SHUICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AA788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AA788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
梅澤 弓子(UMEZAWA YUMIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CHS4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ａ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｂ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｃ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｄ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｅ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｆ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

大谷 哲(OTANI SATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｇ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC018 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｈ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC019 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ１ｉ 

(Introductory Seminars G1) 

担当者名 

（Instructor） 

池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次から主体的に専門研究を進めるための基礎力養成を主眼とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

史学科に入学した学生が世界史・日本史・超域文化学の三専修それぞれの性格や初歩的内容にまんべんなく触れられるよう置

かれた科目であり、卒業のための必修科目である。前半か後半のいずれかに、1～2 クラスを組み合わせて情報リテラシーの演

習を行う。授業は 25 人前後の少人数の演習形式をとり、担当教員の専門や個性を活かしておこなわれる。開講される入門演習

の編成は、4 月の史学科 1 年次ガイダンスで説明する。クラス・開講曜日及び時間についても、ガイダンスで確認すること。情報

リテラシー演習の際の教室等については、別途指示するので、掲示に注意すること。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅰクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

7. 講演会とそれを踏まえた質疑応答 

8. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（１） 

9. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（２） 

10. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（３） 

11. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（４） 

12. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（５） 

13. 第Ⅱクール：世界史・日本史・超域・情報リテラシーのいずれかに即した演習（６） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ａ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｂ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｃ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｄ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

槌谷 智子(TSUCHIYA TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｅ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

冨岡 政治(TOMIOKA MASAHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｆ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

池田 真利子(IKEDA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｇ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

井上 周平(INOUE SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC028 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｈ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC029 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｇ２ｉ 

(Introductory Seminars G2) 

担当者名 

（Instructor） 

朝比奈 新(ASAHINA ARATA) 

坪井 祐司(TSUBOI YUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

入門演習Ｇ１を継続し、2 年次以降の専門学習に備える。また 1月にはゼミ登録を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期入門演習Ｇ１と同じクラスに所属し、三専修における学習の初歩について理解を完結させる。三専修それぞれの性格や初

歩的内容に触れた後、2 年次以降に登録される演習での本格的学習に備え、史学科のさまざまな教員と直接対話して 2 年次に

進むべき演習を選択する。登録方法は、自動登録である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

2. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

3. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

4. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

5. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

6. 第Ⅲクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

7. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（１） 

8. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（２） 

9. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（３） 

10. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（４） 

11. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（５） 

12. 第Ⅳクール：世界史・日本史・超域のいずれかに即した演習（６） 

13. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（１） 

14. 2 年次にむけての演習の選択とプレゼミ（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当の教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(80%)/授業内提出物等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

木村 直也(KIMURA NAOYA) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各担当教員の指導の下、卒業論文の執筆準備を行い、レポートを作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

4 月のガイダンスの際に、授業内容の説明を行う。その後の演習の進め方について、各担当教員から指示があるので必ず出席

し、各教員の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１） 

2. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（２） 

3. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（３） 

4. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（４） 

5. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（５） 

6. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（６） 

7. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（７） 

8. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（８） 

9. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（９） 

10. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１０） 

11. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１１） 

12. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１２） 

13. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１３） 

14. 卒論執筆準備とレポート作成にむけての報告と指導（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当教員が指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点(30%) 

レポート試験のレポートは 12,000 字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

各担当教員が指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１ 

(Seminars G1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー1 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

外国語文献の「読み方」を知る 

 

授業の内容（Course Contents） 

学問の世界には、その世界に参加する研究者たちが守っているルールがあります。それぞれが主張することの根拠は何か、註

や本文の中で明示する必要がありますし、最初の課題設定から最後の結論にいたるまで、章立てや節立ての組み立てにより、

論理的に自らの説を展開しなければなりません。セミナー参加者が共通に興味を持てるテーマについての英語文献を取り上げ、

それを講読する中からそうしたルールについて学んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 外国語文献の選択 

2. 外国語文献講読１ 

3. 外国語文献講読２ 

4. 外国語文献講読３ 

5. 外国語文献講読４ 

6. 外国語文献講読５ 

7. 外国語文献講読６ 

8. 外国語文献講読７ 

9. 外国語文献講読８ 

10. 外国語文献講読９ 

11. 外国語文献講読１０ 

12. 外国語文献講読１１ 

13. 外国語文献講読１２ 

14. 外国語文献講読１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学入試用英文解釈の参考書を、最初から最後までやり直しておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席時の学習態度(60%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２ 

(Seminars G2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー２ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語文献の精読を通じ、日本の古代地中海学界の中でどのようなテーマが注目されているのかを学び、自らの研究テーマを

決める 

 

授業の内容（Course Contents） 

セミナー参加者各自の興味に従い、日本語論文の中から選んで発表していただきます。著者の意図や論理を正確に跡づけ、史

料の使い方を学ぶことで、卒業論文に向けて自分自身が何をやらなければならないか知ることができます。自らの興味関心に従

って設定したテーマが日本の学界の学問動向の中にどのように位置付き、またそれに対してどのような貢献をすることになると予

想されるのか、そうしたことを知るための作業です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文献選択 

2. 日本語文献発表１ 

3. 日本語文献発表２ 

4. 日本語文献発表３ 

5. 日本語文献発表４ 

6. 日本語文献発表５ 

7. 日本語文献発表６ 

8. 日本語文献発表７ 

9. 日本語文献発表８ 

10. 日本語文献発表９ 

11. 日本語文献発表１０ 

12. 日本語文献発表１１ 

13. 日本語文献発表１２ 

14. 日本語文献発表１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏休み中に、日本語論文を 10本以上選んで精読し、その中からどれを発表するか選んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(100%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 2012. Oxford Classical Dictionary. Oxford UP 

2. 2002. Brill's New Pauly. Brill 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ３ 

(Seminars G3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
向井 伸哉(MUKAI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ４ 

(Seminars G4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
向井 伸哉(MUKAI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世・ルネサンス史に関する基礎知識ならびに、英語専門文献の正確な読解力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習は２部に分かれる。第１部は堀越宏一・甚野尚志『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』（ミネルヴァ書房、2013 年）ならびに指

定研究文献をもちいて基礎知識をつけレジュメをきる訓練を、第２部は教員が用意する西洋中世に関する英語文献を日本語に

訳す訓練をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀越宏一・甚野尚志、2013、『１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-06459-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神崎忠昭、2015、『ヨーロッパの中世』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4-766-42206-1) 

2. 河原温・堀越宏一、2015、『図説中世ヨーロッパの暮らし』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-76227-2) 

3. ジェリー・ブロトン、2013、『はじめてわかるルネサンス』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4-480-09514-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ５ 

(Seminars G5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史を学ぶ上での諸局面（調査, 文献読解, 報告, 討論など）を体験する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説的な流れを, 数名のグループによる報告, それをめぐる質疑応答, 授業担当者からのコメント, 文献読解などを

通じて学び，ヨーロッパ近代史の研究にあたって必要となる基礎的能力を身につける。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目関係のメーリングリストや Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

川北稔編『世界各国史１１ イギリス史』（山川出版社 1998 年 3,500 円＋税）。その他の参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ６ 

(Seminars G6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討論など）を体験す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそって, イギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者（若干名）による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題に関する基礎的な事項を知る。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目関係のメーリングリストや Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ７ 

(Seminars G7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史的思考方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身近な題材を用いて、歴史の思考方法を身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

新聞記事などを用いて、歴史の思考方法の手順を実践的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 歴史の思考方法 １  

2. 歴史の思考方法 ２ 

3. 新聞記事を用いて １ 

4. 新聞記事を用いて ２ 

5. 出来事から事件へ １ 

6. 出来事から事件へ ２ 

7. 出来事から事件へ ３ 

8. 出来事から事件へ ４ 

9. 歴史的事件を出来事に分解する １ 

10. 歴史的事件を出来事に分解する ２ 

11. 出来事を新たな歴史へ再構成する １ 

12. 出来事を新たな歴史へ再構成する ２ 

13. 自分の課題を発見する １ 

14. 自分の課題を発見する ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『日本経済新聞』などの新聞を読む習慣を身につけよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参画度(40%)/新聞記事の出来事を事件に構成する(20%)/歴史的事件を出来事に分解する(20%)/自分の研究課題を見

つける(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

合宿を行う予定（成績評価には関わりません）。時期は授業開始時に決定します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ８ 

(Seminars G8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の研究方法を身につける 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

参加者の研究課題に即した研究方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者各自が研究課題を探し出すこと、またそれに関する研究文献リストの作成、研究文献の読解、研究史整理、史料の探し方

など、研究を進めていく上で必要な基礎を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／研究方法について 

2. 研究課題の発見 1 

3. 研究課題の発見 2 

4. 研究文献リストの作成 1 

5. 研究文献リストの作成 2 

6. 研究文献の読解 1 

7. 研究文献の読解 2 

8. 研究文献の読解 3 

9. 研究文献の読解 4 

10. 研究史をまとめる 1 

11. 研究史をまとめる 2 

12. 研究史をまとめる 3 

13. 研究文献と史料 1 

14. 研究文献と史料 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自が興味を持ったテーマについて、さまざまな文献・情報に触れてほしい。 

自分で書籍を探して読むこと。また、関連する地域や歴史の新聞記事やニュースなどがあった場合には、それを読む、あるいはメ

モを取るなどの意識づけをしながら臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(40%)/研究文献リスト作成(20%)/研究文献読解(20%)/研究史のまとめ((20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 G7 と連続しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ９ 

(Seminars G9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半はマルコ・ポーロの『世界の記述』から各人の関心に関わる部分を選んでレジュメを作成し、受講者全員で意見交換をおこな

います。後半は共通史料を指定せず、受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んで発表してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 愛宕松男（訳註）、1970-71、『東方見聞録』1-2、平凡社 東洋文庫 (9784582801583, 9784582801835) 

2. Aldo Ricci (tr.). 1931. <I>The travels of Marco Polo</I>. Routledge & Kegan Paul (ISBN:0415344875) 

3. Giovanni Battista Ramusio (ed.). 1980. Viaggi di Marco Polo in <I>Navigazioni e viaggi 3</I>. Einaudi (ISBN:9788806511364) 

4. L. F. Benedetto (ed.). 1928. <I>Il Milione: Prima edizione integrale</I>. (Firenze) 

5. 高田英樹（訳）、2013、『世界の記』、名古屋大学出版会 (ISBN:9784815807566) 

日本語訳、英語訳、古フランス語原文、イタリア語（ヴェネツィア方言）原文からひとつテキストを選択して使用すること。なお、その

際に他のテキストも対照することが望ましいです。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１０ 

(Seminars G10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史基礎演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章作成などの基礎的な能力を身につけ

ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半はマルコ・ポーロの『世界の記述』から各人の関心に関わる部分を選んでレジュメを作成し、受講者全員で意見交換をおこな

います。後半は共通史料を指定せず、受講者それぞれの関心により近い史料と研究を選んで発表してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者には史料読解とレジュメ作成をおこなってもらいますが、担当者以外の受講生も史料該当箇所の読解をおこなってきてくだ

さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに関わる参考文献はゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１１ 

(Seminars G11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパの近現代史について、各自の関心のある領域を中心に、文献の講読、発表、議論を通じた総合的な理解と問題意識を

明確化を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のおおよその関心領域に関する日本語文献の内容発表および英語文献の講読。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ（オリエンテーション） 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(60%)/議論への参加(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１２ 

(Seminars G12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き、文献の講読と発表を行う。より専門的な文献を読みこなすことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

関心領域をより限定した、日本語および英語文献の講読。各自卒業論文で取り上げる具体的なテーマを絞り、関連する研究文献

を読みこなすことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。学期末に、各自の 1 年間の取り組みをまとめた最終レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/議論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１３ 

(Seminars G13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー３ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自のテーマに沿った外国語・邦語文献を発表することで、研究テーマを深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿って文献を読み進め、その成果を報告する。引き続き、参加者によってディスカッションをする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果報告１ 

2. 成果報告２ 

3. 成果報告３ 

4. 成果報告４ 

5. 成果報告５ 

6. 成果報告６ 

7. 成果報告７ 

8. 成果報告８ 

9. 成果報告９ 

10. 成果報告１０ 

11. 成果報告１１ 

12. 成果報告１２ 

13. 成果報告１３ 

14. 成果報告１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春休み中に研究テーマとそれに関わる最新の外国語研究文献を入手し、読み進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 114 - 

■AC114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１４ 

(Seminars G14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代地中海史セミナー４ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマを深め、オリジナルな見解を獲得できるよう努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自読み進めた文献をもとに、史料の検討を行い、オリジナルな歴史像を発表出来るように努める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏休み中に文献を読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席時の学習態度(60%)/プレゼンテーション(40%) 

欠席 3 回で単位を出さない。遅刻 2 回で欠席 1 回に勘定する。発表できない場合欠席 2 回に勘定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 115 - 

■AC115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１５ 

(Seminars G15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
向井 伸哉(MUKAI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１６ 

(Seminars G16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世・ルネサンス史応用演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
向井 伸哉(MUKAI SHINYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業論文予備演習で不可欠となる、西洋中世・ルネサンス史に関する邦語専門論文・英語専門文献の正確な読解力

ならびに参加者自身の論文執筆に必要な調査能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマに沿った指定邦語論文ならびに指定英語文献を、毎回レジュメをきり、輪読・議論する。適宜、参加者自身の研究報告も行

われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習参加者は、報告担当であるないにかかわらず、毎回指定文献を予習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内報告(60%)/随時レポート(40%) 

レポートは授業内で示される指定アドレスに添付ファイルで送付する。 

 

テキスト（Textbooks） 

購読テキストは最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１７ 

(Seminars G17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（３） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主にイギリス史を材料として，ヨーロッパ近代史の概説的知識の深化と, 個別研究に求められる能力の育成をめざす。  

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス史の概説から選ばれた検討課題を素材に, グループ報告, それをめぐる質疑応答, 文献読解を通じて, 参加者が各自の

問題意識を明確化し, ヨーロッパ近代史の研究を進展させることができるように支援する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告テーマを提示し, 報告を担当するグループを決定するとともに, 報告の準備に必要な事項を指示する。 

2. 文献読解１（近世） 

3. グループ報告１（近世）  

4. 文献読解２（近世）  

5. グループ報告２（近世） 

6. 文献読解３（近代） 

7. グループ報告３（近代） 

8. 文献読解４（近代） 

9. グループ報告４（近代） 

10. 文献読解５（現代） 

11. グループ報告５（現代） 

12. 文献読解６（現代） 

13. グループ報告６（現代） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目関係のメーリングリストや Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１８ 

(Seminars G18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋近代史演習（４） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス史をはじめとして，ヨーロッパ近代史の諸問題を検討し, 個別研究を進めていく諸過程（問題発見, 調査, 論文構成, 討

論など）で必要となる実践的能力の育成をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回, 参加者の関心にそってイギリス史をはじめとするヨーロッパ近代史の個別的な研究テーマを演習形式でとりあげる。参加

者による個別報告, それをめぐる質疑応答を通じて, その問題の理解を深める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各回の報告者を決定し, とりあげるテーマの概略を確認する。  

2. 個別報告（第 1 ラウンド第 1 回） 

3. 個別報告（第 1 ラウンド第 2 回） 

4. 個別報告（第 1 ラウンド第 3 回） 

5. 個別報告（第 1 ラウンド第 4 回） 

6. 個別報告（第 2 ラウンド第 1 回） 

7. 個別報告（第 2 ラウンド第 2 回） 

8. 個別報告（第 2 ラウンド第 3 回） 

9. 個別報告（第 2 ラウンド第 4 回） 

10. 個別報告（第 3 ラウンド第 1 回） 

11. 個別報告（第 3 ラウンド第 2 回） 

12. 個別報告（第 3 ラウンド第 3 回） 

13. 個別報告（第 3 ラウンド第 4 回） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本科目関係のメーリングリストや Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に担当する報告の内容(40%)/出席・参加態度・コメント内容(40%)/提出物の内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ１９ 

(Seminars G19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の研究方法とその演習 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

参加者が設定するテーマを研究するための手法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史学を研究するための手法を紹介し、それをふまえて参加者各自がどのようにアプローチするかを考える。授業内での実践

は、主に史料講読を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史学の研究方法 1 

3. 歴史学の研究方法 2 

4. 史料講読 1 

5. 史料講読 2 

6. 史料講読 3 

7. 史料講読 4 

8. 史料講読 5 

9. 史料講読 6 

10. 史料講読 7 

11. 史料講読 8 

12. 史料講読 9 

13. 史料講読 10 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

史料講読に際しては、図書館などにある工具書を可能な限り活用し、事前に準備して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む参加態度(50%)/講読準備の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２０ 

(Seminars G20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史研究の方法と実践 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 政徳(NUMAJIRI MASANORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史を研究するために必要な知識やスキルの習得・向上をはかり、論文制作に生かす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 G19 を継承して、個々の研究テーマを深めるために、参加者は各自の論文制作に向けた報告を担当する。報告担当以外の

参加者は、報告の内容に対する質疑応答を行う。また、各報告をふまえた上で必要なスキルの向上をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加者報告 1 

3. 参加者報告 2 

4. 参加者報告 3 

5. 参加者報告 4 

6. 参加者報告 5 

7. 参加者報告 6 

8. 参加者報告 7 

9. 参加者報告 8 

10. 参加者報告 9 

11. 参加者報告 10 

12. 参加者報告 11 

13. 参加者報告 12 

14. 参加者報告 13 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告担当者は、報告や論文制作に必要であると考えられる研究文献や史料を集め、報告に臨むこと。また、報告担当以外の参

加者は、報告担当者が事前に用意した文献が配布された場合には目を通しておき、報告の内容に対し質疑応答が行えるように

準備しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席を含む授業への参画度(50%)/報告の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習 G19 と連続しています。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 121 - 

■AC121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２１ 

(Seminars G21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて紹介の場を持ちます。各自の研究テーマ、および、そのテーマを研究する上で必要となる問題

点をふたつ以上挙げてください（決まっていない人は仮テーマでも結構です）。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研

究の整理をおこなった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。前期の終わりに、(1)研究の動機・背景、(2)問題提起、(3)使

用する史料、(4)先行研究についてまとめて、レポートとして提出してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。随時発表してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各受講生のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２２ 

(Seminars G22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア・ユーラシア交流史応用演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業予備論文の執筆を前提として、東西ユーラシア・海域アジア交流史に関する史料の読解を通じて歴史認識・情報収集・文章

作成などの応用的な能力を身につけることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回に各受講生のテーマについて経過報告の場を持ちます。以後の演習ではテーマに関わる史料読解と先行研究の整理をおこ

なった上で順番にレジュメ形式で発表してもらいます。後期の終わりに、(1)先行研究のまとめと(2)研究テーマの問題点に関わる

小論をレポートとして提出してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 演習 (01) 

3. 演習 (02) 

4. 演習 (03) 

5. 演習 (04) 

6. 演習 (05) 

7. 演習 (06) 

8. 演習 (07) 

9. 演習 (08) 

10. 演習 (09) 

11. 演習 (10) 

12. 演習 (11) 

13. 演習 (12) 

14. 総括  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は史料読解とレジュメ作成をおこなうこと。担当以外の受講生も自身の研究テーマに関わる史料読解・先行研究の整

理をおこなってきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/ディスカッション(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自のテーマに応じてゼミ内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２３ 

(Seminars G23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究の内容を踏まえた研究発表を通じ、自身の関心領域に関する理解と問題意識の深化を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに関する個別発表。関心領域に関する複数の研究文献（先行研究）を参照し、それらの内容をまとめたうえで、自

分自身の議論を組み立てていくことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ（オリエンテーション） 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自担当となった文献を読み、発表・討論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(60%)/議論への参加(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｇ２４ 

(Seminars G24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ現代史ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究の内容を踏まえた研究発表を通じ、自身の関心領域に関する理解と問題意識の深化を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに関する個別発表。関心領域に関する複数の研究文献（先行研究）を参照し、それらの内容をまとめたうえで、自

分自身の議論を組み立てていくことを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第 1 回ゼミ（オリエンテーション） 

2. 第 2 回ゼミ 

3. 第 3 回ゼミ 

4. 第 4 回ゼミ 

5. 第 5 回ゼミ 

6. 第 6 回ゼミ 

7. 第 7 回ゼミ 

8. 第 8 回ゼミ 

9. 第 9 回ゼミ 

10. 第 10 回ゼミ 

11. 第 11 回ゼミ 

12. 第 12 回ゼミ 

13. 第 13 回ゼミ 

14. 第 14 回ゼミ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自文献を読み、発表・討論に備える。学期末に、自身の 1 年間の取り組みをまとめた最終レポートを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/議論への参加(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

10 回以上出席した場合のみ、成績評価の対象とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１ 

(Seminars H1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題図書グループ発表会（１） 

2. 課題図書グループ発表会（２） 

3. 課題図書グループ発表会（３） 

4. 巻１文武元〜文武４年（１） 

5. 巻１文武元〜文武４年（２） 

6. 巻１文武元〜文武４年（３） 

7. 巻１文武元〜文武４年（４） 

8. 巻２大宝元〜大宝２年（１） 

9. 巻２大宝元〜大宝２年（２） 

10. 巻２大宝元〜大宝２年（３） 

11. 巻３大宝３〜慶雲４年（１） 

12. 巻３大宝３〜慶雲４年（２） 

13. 巻３大宝３〜慶雲４年（３） 

14. 巻３大宝３〜慶雲４年（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２ 

(Seminars H2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
続日本紀輪読 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

続日本紀を輪読しながら，史料の読み方、日本古代史についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

続日本紀輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 成果発表会（１） 

2. 成果発表会（２） 

3. 成果発表会（３） 

4. 巻４慶雲４〜和銅２年（１） 

5. 巻４慶雲４〜和銅２年（２） 

6. 巻４慶雲４〜和銅２年（３） 

7. 巻４慶雲４〜和銅２年（４） 

8. 巻５和銅３〜和銅５年（１） 

9. 巻５和銅３〜和銅５年（２） 

10. 巻５和銅３〜和銅５年（３） 

11. 巻６和銅６〜霊亀元年（１） 

12. 巻６和銅６〜霊亀元年（２） 

13. 巻６和銅６〜霊亀元年（３） 

14. 巻６和銅６〜霊亀元年（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

レジュメ作成はグループ内で分担し、まとめたうえで、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1989、『続日本紀１』、岩波書店 (ISBN:4002400123) 

2. 1976、『律令』、岩波書店 (ISBN:9784000700030) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ３ 

(Seminars H3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
辻 浩和(TSUJI HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本中世史の論文を読む力をつける。 

・問いを立て、議論する力を養う。 

・日本中世史研究の広がりと大まかな動向を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論文の輪読と討論を行う。 

平安～戦国時代にかけて各分野の論文リストを提示し、その中から各自の関心に従って対象論文を選んでもらう。 

報告者は、内容を要約して報告することに加え、関連事項を掘り下げたトピックを用意してもらう。 

報告者以外も毎回対象論文を読んで、コメントシートを提出してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 講義：学術論文の基本的な構成と読み方 

3. 講義：関連事項・関連論文の調べ方 

4. 論文輪読と討論（１） 

5. 論文輪読と討論（２） 

6. 論文輪読と討論（３） 

7. 論文輪読と討論（４） 

8. 論文輪読と討論（５） 

9. 論文輪読と討論（６） 

10. 論文輪読と討論（７） 

11. 論文輪読と討論（８） 

12. 論文輪読と討論（９） 

13. 論文輪読と討論（１０） 

14. 論文輪読と討論（１１）・夏期レポートについて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は担当論文を読解した上で、報告レジュメの作成を行う。 

また、関連論文・書籍などを読み、トピックの作成を行う。 

報告者以外も、毎回対象論文を読み、疑問点や意見をまとめたコメントシートを作成する。 

毎回かなりの予習が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢・質疑の積極性(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

読んで問いを立てる能力を育てるために、質疑応答への積極的な参加を重視する。なお単位修得のためには，８０％以上の出席

を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山哲雄ほか編、2014、『日本中世史入門』、勉誠出版 (ISBN:9784585220794) 

2. 佐藤望編著、2012、『アカデミック・スキルズ【第 2 版】』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:9784766419603) 

3. 大出敦、2015、『クリティカル・リーディング入門』、慶応義塾大学出版 (ISBN:9784766422740) 

各論文についての関連論文・書籍などは、適宜紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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報告準備に際しては教員との連絡を密にし、積極的に、かつ余裕をもって質問を行うことが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ４ 

(Seminars H4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本中世史演習 

担当者名 

（Instructor） 
辻 浩和(TSUJI HIROKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本中世の古記録を読む力を養う。 

・史料と研究との関係性について理解する。 

・史料から問いを立て、議論する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

室町時代の日記である『看聞日記』を用いて、史料輪読を行う。 

報告者には書き下しと現代語訳に加え、参加者の理解を深めるトピックを作成してもらう。 

報告を踏まえ、全員で議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：『看聞日記』について 

2. 講義：史料の読み方・調べ方 

3. 講義：データベース・工具書の使い方 

4. 史料輪読と討論（１） 

5. 史料輪読と討論（２） 

6. 史料輪読と討論（３） 

7. 史料輪読と討論（４） 

8. 史料輪読と討論（５） 

9. 史料輪読と討論（６） 

10. 史料輪読と討論（７） 

11. 史料輪読と討論（８） 

12. 史料輪読と討論（９） 

13. 史料輪読と討論（１０）・研究動向について考える 

14. 史料輪読と討論（１１）・レポートについて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は担当箇所を書き下し、現代語訳した上で、 

関連論文などを調べ、参加者が該当箇所をより深く理解するためのトピックを作成する。 

その他の参加者も全員該当箇所を読んでくること。 

報告を踏まえて全員で議論を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/参加姿勢・質疑の積極性(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

史料を読んで問いを立てる能力を育てるために、質疑応答への積極的な参加を重視する。なお単位修得のためには，８０％以上

の出席を必要とする。無断欠席は原則認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 横井清、2002、『室町時代の一皇族の生涯 『看聞日記』の世界』、講談社 (ISBN:9784061595729) 

2. 桜井英治、2009、『室町人の精神』、講談社 (ISBN:9784062919128) 

3. 松岡心平、2009、『看聞日記と中世文化』、森話社 (ISBN:9784916087942) 

4. 佐藤邦生、1991、『伏見宮貞成の文学』、清文堂出版 (ISBN:9784792413125) 

5. 森正人、2000、『伏見宮文化圏の研究』、科研費報告書 

適宜指示する。 

 



 - 130 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参加者は教員との連絡を密にし、積極的に、かつ余裕をもって質問に来ることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ５ 

(Seminars H5) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに村落史・地域史・都市史など、人びとのくらしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もしく

はグループに分かれて、指定された文献や史料について報告し、全体でその内容について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近世の村落に関わる活字史料を読む（１） 

3. 近世の村落に関わる活字史料を読む（２） 

4. 近世の村落に関わる活字史料を読む（３） 

5. 近世の村落に関わる活字史料を読む（４） 

6. 近世の村落に関わる活字史料を読む（５） 

7. 近世の村落に関わる活字史料を読む（６） 

8. 近世の都市に関わる活字史料を読む（１） 

9. 近世の都市に関わる活字史料を読む（２） 

10. 近世の都市に関わる活字史料を読む（３） 

11. 近世の都市に関わる活字史料を読む（４） 

12. 近世の都市に関わる活字史料を読む（５） 

13. 近世の政治史に関する活字史料を読む（１） 

14. 近世の政治史に関する活字史料を読む（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献や史料は必ず事前に読み込むなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢・出席(100%) 

単位修得のためには、80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ６ 

(Seminars H6) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史について基礎的な知識を身につけるとともに、論文や史料などを正確に読み、理解する能力を磨く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世史、とくに村落史・地域史・都市史など、人びとの暮らしにそくした近世社会史を取り上げてすすめる。授業では個人もし

くはグループに分かれて、指定された文献や史料について報告し、全体でその内容について議論する。その上で、日本近世史に

関するテーマを自ら設定し、その基礎的な研究作業に入っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近世の在地社会に関わる活字史料を読む（１） 

2. 近世の在地社会に関わる活字史料を読む（２） 

3. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（１） 

4. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（２） 

5. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（３） 

6. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（４） 

7. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（５） 

8. 指定した文献＝テキストに収載された論文を講読し議論する（６） 

9. 近世の在地社会に関わる活字史料を読む（３） 

10. 近世の在地社会に関わる活字史料を読む（４） 

11. 個別研究報告の検討（１） 

12. 個別研究報告の検討（２） 

13. 個別研究報告の検討（３） 

14. 個別研究報告の検討（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献や史料は必ず事前に読み込むなど十全な予習を行い、また関連する文献についても検討しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢・出席(100%) 

単位修得のためには、80％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時に適時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

文献は授業時に指示する。史料類のコピーは適宜配付する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ７ 

(Seminars H7) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわることを研究対象とする。授業では、民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基

礎的な文献の講読を行い、講読に基づいた報告と議論を行う。授業内での意見発表や議論を重視するので、授業には必ず出席

すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論（１） 

3. 受講生による報告と議論（２） 

4. 受講生による報告と議論（３） 

5. 受講生による報告と議論（４） 

6. 受講生による報告と議論（５） 

7. 受講生による報告と議論（６） 

8. 受講生による報告と議論（７） 

9. 受講生による報告と議論（８） 

10. 受講生による報告と議論（９） 

11. 受講生による報告と議論（10） 

12. 受講生による報告と議論（11） 

13. 受講生による報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で対象とする文献・史料を必ず事前に講読し、自身の意見を考えてくること。 

自分の興味関心に応じて文献を探し、読むこと。積極的に教員に文献を紹介してもらうこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ８ 

(Seminars H8) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する知識や研究方法を学ぶとともに、自らの研究課題を設定するための準備を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史、特に民衆史・社会運動史・女性史などを含みこんだ日本近代史に関する基礎的な史料の講読を行う。そのうえで、

自身の設定したテーマについて史料をどう集めるか、史料から何を読み取るか、などについて学ぶ。授業内での意見発表や議論

を重視するので、授業には必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の中で取り扱う史料を必ず事前に読んでおくこと。 

自身の報告準備のために、十分に時間を取って史料収集・史料講読を行うこと。 

自分の興味に応じて、文献・史料を探索、講読すること。教員に文献・史料について尋ねること。 

その他授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ９ 

(Seminars H9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本現代史 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献講読の作業を通じて，高校までの歴史教育で習得した知識を再確認しつつ，日本現代史の研究課題を自ら設定するための

基本を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも１９７０年代以降の地域社会と環境に関わる諸問題を主な研究対象とする。授業は，指定した文献を参加

者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告・話題提供を行い，その後全員が質疑応答する形

式で行う。その際、学生の理解度や興味関心を重視して進度・選択テーマ等を調整しながら，授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する文献の講読候補の提示及び演習手順の確認 

2. 文献講読とそれに関する議論（１） 

3. 文献講読とそれに関する議論（２） 

4. 文献講読とそれに関する議論（３） 

5. 文献講読とそれに関する議論（４） 

6. 文献講読とそれに関する議論（５） 

7. 文献講読とそれに関する議論（６） 

8. 文献講読とそれに関する議論（７） 

9. 文献講読とそれに関する議論（８） 

10. 文献講読とそれに関する議論（９） 

11. 文献講読とそれに関する議論（１０） 

12. 文献講読とそれに関する議論（１１） 

13. 文献講読とそれに関する議論（１２） 

14. 文献講読とそれに関する議論（１３）  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自、文献を予習してくること｡ 特に各回の報告者は､ 文献を熟読し、演習にあたっての論点整理を行うこと｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

全授業数の 80％以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１０ 

(Seminars H10) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習Ｈ９に引き続き，日本現代史の基礎を学びつつ，史料に基づき歴史認識を深め，日本現代史の課題を自ら設定し，実証する

ため基礎を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史, なかでも 1970～80 年代にかけての都市史を研究対象とする。授業は，指定した文献や史料を参加者全員が授業

の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全員が質疑応答する形式で行う。具体的に

は，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する基礎的文献の講読 

２. 1970-80 年代における都市社会と地方行財政に関する史料読み 

３. 史料読みの授業をふまえ，関連する史料や文献の講読 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～３を繰り返して，授業を進める。最後に，1 年間のゼミでの研究成

果を小論文にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること｡ 報告者は､ 史料に登場した人物の紹介をとりまとめ､ ｢人物リスト｣ に書き加え

ること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１３ 

(Seminars H13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（１） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者３名を目処に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１４ 

(Seminars H14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東アジア・日本古代史（２） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が研究テーマを設定し，東アジア・日本古代史についても理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回，参加者に研究発表をしていただきます。授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個人発表（1） 

2. 個人発表（2） 

3. 個人発表（3） 

4. 個人発表（4） 

5. 個人発表（5） 

6. 個人発表（6） 

7. グループ討論（1） 

8. 個人発表（7） 

9. 個人発表（8） 

10. 個人発表（9） 

11. 個人発表（10） 

12. 個人発表（11） 

13. グループ討論（2） 

14. 発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告前日までに発表要旨を作成し、電子テキストで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(50%)/コメント(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１５ 

(Seminars H15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世古記録（公家日記）の講読 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本中世に生成された古記録、とくに公家日記の史料的性格を把握し、それをふまえた歴史情報の抽出と歴史像の構築にい

たる研究方法の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本列島における中世成立期の記録である公家日記から実務系の情報が豊富なテクスト（日次記）を選び、輪読形式で訓読と

記事内容の解釈・理解、それらにもとづくディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日記テクストの紹介と書誌の検討 

2. 日記本文の解釈と討議① 

3. 日記本文の解釈と討議② 

4. 日記本文の解釈と討議③ 

5. 日記本文の解釈と討議④ 

6. 日記本文の解釈と討議⑤ 

7. 日記本文の解釈と討議⑥ 

8. 日記本文の解釈と討議⑦ 

9. 日記本文の解釈と討議⑧ 

10. 日記本文の解釈と討議⑨ 

11. 日記本文の解釈と討議⑩ 

12. 日記本文の解釈と討議⑪ 

13. 日記本文の解釈と討議⑫ 

14. 成果と課題の集約 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の報告者以外も当該の記事を事前に検討し、内容の把握と関連する研究文献を参照しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての報告内容(30%)/毎回の討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

  演習の初回時および輪読の進捗に応じて適宜、提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１６ 

(Seminars H16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世古記録（公家日記）の講読 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本中世に生成された古記録、とくに公家日記の史料的性格を把握し、それをふまえた歴史情報の抽出と歴史像の構築にい

たる研究方法の習得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本列島における中世成立期の記録である公家日記から実務系の情報が豊富なテクスト（日次記）を選び、輪読形式で訓読と

記事内容の解釈・理解、それらにもとづくディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日記テクストと書誌の確認 

2. 日記本文の検討と討議ⅰ 

3. 日記本文の検討と討議ⅱ 

4. 日記本文の検討と討議ⅲ 

5. 日記本文の検討と討議ⅳ 

6. 日記本文の検討と討議ⅴ 

7. 日記本文の検討と討議ⅵ 

8. 日記本文の検討と討議ⅶ 

9. 日記本文の検討と討議ⅷ 

10. 日記本文の検討と討議ⅸ 

11. 日記本文の検討と討議ⅹ 

12. 日記本文の検討と討議ⅺ 

13. 日記本文の検討と討議ⅻ 

14. 成果と課題の集約 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の報告者以外も当該の記事を事前に検討し、内容の把握と関連する研究文献を参照しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポーターとしての報告内容(30%)/毎回の討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 輪読の進捗にあわせて適宜、提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１７ 

(Seminars H17) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世史料の読解能力を高めるとともに，自らの研究テーマについて実践的な研究をすすめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２年次で培った史料読解能力をさらに鍛えるべく， 史料の講読を継続する。また各自の研究テーマに関わる文献の精読によって

論点を絞り込み，卒論に利用する史料を探していく。こうした文献や史料の内容を整理し，仮説を組み立てて報告し，各自の研究

テーマを深めていくことにしたい。基本的には以下の内容とする。 

Ⅰ 近世の史料を輪読して内容を検討する 

Ⅱ 先行研究や重要な文献を検討する 

Ⅲ 各自や班単位で史料分析や研究の現状を報告して討論する 

この３つの内容を適宜組み合わせてすすめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 史料の読解（１） 

2. 史料の読解（２） 

3. 史料の読解（３） 

4. 史料の読解（４） 

5. 史料の読解（５） 

6. 参加者の研究報告および討論（１） 

7. 参加者の研究報告および討論（２） 

8. 参加者の研究報告および討論（３） 

9. 参加者の研究報告および討論（４） 

10. 参加者の研究報告および討論（５） 

11. 史料の読解（６） 

12. 史料の読解（７） 

13. 史料の読解（８） 

14. 史料の読解（９） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

史料を事前に入念に読み込むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度・報告内容・出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１８ 

(Seminars H18) 

担当者名 

（Instructor） 
高見澤 美紀(TAKAMISAWA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する各自の研究テーマを深め、予備論文や卒業論文に向けての研究を進めることで、卒業論文の執筆に取り組

む段階にいたることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習 H15 の内容を継続し、各自の研究テーマについて、先行研究の整理や読解した史料の内容をもとに仮設的な見通しをたて

て、適宜レジュメにまとめて報告する。最後にそれらをまとめて、卒業論文への一階梯とする。具体的には 

Ⅰ 各自の研究に関わる近世史料を取り上げて、その内容を検討する。 

Ⅱ 各自の研究に関わる先行研究や重要な文献を検討する。 

Ⅲ 各自が研究の現状を報告して討論する。 

この３つの内容を適宜組み合わせてすすめる。なお、それぞれの研究の進捗状況にあわせて、ⅠⅡⅢそれぞれの割合について

は臨機応変に対応する。また、あわせてグループごとに史料解釈をふまえた研究報告をおこなうことも予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告・討論（１） 

2. 参加者による報告・討論（２） 

3. 参加者による報告・討論（３） 

4. 参加者による報告・討論（４） 

5. 参加者による報告・討論（５） 

6. 参加者による報告・討論（６） 

7. 参加者による報告・討論（７） 

8. 参加者による報告・討論（８） 

9. 参加者による報告・討論（９） 

10. 参加者による報告・討論（１０） 

11. 参加者による報告・討論（１１） 

12. 参加者による報告・討論（１２） 

13. 参加者による報告・討論（１３） 

14. 参加者による報告・討論（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告の準備が必要。研究書もしくは史料をつねに新たに読み込んでおくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容・参加姿勢・出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１９ 

(Seminars H19) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読を行うことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文を執筆することを前提に、必要な準備作業を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究の整理や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらう。その上で，史料調

査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告準備のために、十分に時間をとって先行研究の講読・整理、史料の収集と講読を行うこと。 

常に自分の研究テーマを中心とした日本近代史の文献・史料の探索、講読を行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告と質疑応答の内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２０ 

(Seminars H20) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史に関する研究テーマで卒業論文の執筆を行うことを前提に、各自の研究テーマに関する先行研究整理、史料収集・

講読に基づいた発表を行うことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代史にかかわる研究テーマを追究したい学生が卒業論文執筆を前提に、そのために必要な研究報告を行う。各自が追究

したいテーマに関して，具体的な先行研究や史料の提示に基づいたレジュメ作成，報告を行ってもらい、質疑応答を行う。その上

で，史料調査の方法，史料の読み方，報告に関する議論，論文執筆などに関する指導を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生の報告と議論（１） 

3. 受講生の報告と議論（２） 

4. 受講生の報告と議論（３） 

5. 受講生の報告と議論（４） 

6. 受講生の報告と議論（５） 

7. 受講生の報告と議論（６） 

8. 受講生の報告と議論（７） 

9. 受講生の報告と議論（８） 

10. 受講生の報告と議論（９） 

11. 受講生の報告と議論（10） 

12. 受講生の報告と議論（11） 

13. 受講生の報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の報告準備を十分に時間を取って行うこと。 

自分の研究テーマにそって、文献・史料の探索、講読を熱心に行うこと。 

その他、授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・質疑応答の内容(50%)/出席および受講態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２１ 

(Seminars H21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本現代史 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

2 年次の演習で身につけた日本現代史の前提知識を再確認しつつ，主に実際の史料講読の作業を通じて，日本現代史の研究

課題を自ら設定し，実証するための具体的な準備を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2 年次秋学期の演習に引き続き，日本現代史にかかわる史料・文献の講読を行う。対象時期は 1970～1990 年代とする。授業

は，指定した史料を参加者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その報告に基づき全

員が質疑応答する形式で行う。具体的には，以下の通りである。 

1． 1970 から 90 年代に関する史料読み 

2.．日本現代史に関する学術書・学術論文の紹介(講読) 

学生の予備論文の執筆準備を念頭におきつつ，以上の 1～2を繰り返して，授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献の講読候補の提示及び演習手順の確認 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６) 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７）  

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・年度内に作成・提出する予備論文へ向けた準備作業(史資料・文献の検索方法や場所の確認など)をはじめること。 

・各回の該当史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

全授業数の 80％以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

演習中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２２ 

(Seminars H22) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演習 H21に引き続き，日本現代史への理解を深めるが，予備論文の制作との関連を重視して，日本現代史に関する研究史への

理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史における主要な研究書・論文の講読をしつつ，演習 H21に引き続き日本現代史, なかでも 1970～1990 年代を対象と

する。授業は，指定した文献や史料を参加者全員が授業の前に予習しておき，その中の１～２名がレポーターとして報告し，その

報告に基づき全員が質疑応答する形式で行う。具体的には，以下の通りである。 

１. 日本現代史に関する学術書・学術論文の講読 

２. 1970〜90 年代に関する史料読み 

学生の理解度や興味関心を重視して進度を決定し，以上の１～２を繰り返して，授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/ゼミでの報告と授業内提出物(50%) 

授業回数の 80％以上以上出席していない場合、成績評価はＤとする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１１ 

(Seminars H11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解するとともに、この時期の

史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の概略を理解するための文献を講読し、各人が担当部分について調査・発表し、ディスカッション

を行いつつ、教員が適宜解説を加える。また、歴史に関わる基礎的な事項の解説、簡単な史料の読解を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、各人の興味・関心の発表、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、基礎的事項の解説（１） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、基礎的事項の解説（２） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、基礎的事項の解説（３） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、基礎的事項の解説（４） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（１） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解（２） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（３） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（４） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（５） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解（６） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、講読する文献を必ず読んでくる。基礎的事項の解説・史料読解については復習をする。予習・復習の成果は毎回の簡単な

小テストで確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青山忠正、2012、『明治維新』、吉川弘文館 (ISBN:9784642064347) 

別にテキストを追加することもありうる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ１２ 

(Seminars H12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）について基礎的な知識を習得し、この時期の歴史の概略を理解するとともに、この時期の

史料に対する読解能力を身につけ、また自身で課題を追究する態度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、近世近代移行期（幕末維新期）の主要な歴史事象に関わる史料を読み、グループごとに解読・調査・発表し、ディスカッ

ションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。後半は、各人が興味・関心のあるテーマについて調べて報告し、ディスカッションを

行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（６） 

8. 小テスト、研究報告の方法の提示 

9. 各人の研究の予備報告 

10. 各人の研究報告（１） 

11. 各人の研究報告（２） 

12. 各人の研究報告（３） 

13. 各人の研究報告（４） 

14. 各人の研究報告（５）、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次の授業で講読する史料を読んできて、授業後には復習を行う。史料講読の予習・復習の成果は、小テストで確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/予習・復習確認小テスト(25%)/最終レポート(Final Report)(25%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

史料はプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１ 

(Seminars I1) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と環境とのかかわりを，人間を主体とした文化・生態・環境を軸としてとらえ，相互の関係性にたった理解の方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな自然と人間との関わりあいの文化環境学的研究を地理学，生態人類学などのテキストとフィールドワークから

理解する。 

「環境」「生態」「文化」に関して，その概念と方法論を参考文献および資料の講読と事例研究より学ぶ。課題に関して実地調査も

行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，関心と理解を深

める。参加者による発表担当および議論進行分担およびゼミ運営の役割分担を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の分野と課題 

2. 研究事例の紹介 

3. 研究テーマ設定１／各自の発表および議論 

4. 研究テーマ設定２／同上 

5. 研究テーマ設定３／同上 

6. フィールドでの発見１／同上 

7. フィールドでの発見２／同上 

8. 発見から研究へ／研究方法の紹介 

9. 発表１・研究レビュー／各自の発表および議論 

10. 発表２・研究レビュー／同上 

11. 発表３・研究レビュー／同上 

12. 発表４．フィールド調査結果／同上 

13. 発表５．フィールド調査結果／同上 

14. まとめと今後の課題設定 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常の生活や事象・文化に関心をもち、問題発見に努める。 

関連する書籍や論文等に目を通し、テーマ設定や研究史の理解に努めるとともに読書力をつける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(30%)/授業参加態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２ 

(Seminars I2) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「自然と人間の関係」「文化環境学」への関心を高め，その研究の枠組みと方法を，地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期演習Ｉ1 の成果をふまえて，自然と人間との関わり合いの研究に関連する地理学，生態人類学等の論文を講読し，研究対

象，方法，実証の仕方をまとめ，発表する。自らの調査によるデータを用いて分析を行い，考察に関して報告も行う。また，それら

の成果のまとめも行う。 

毎回の授業では，担当者の発表と参加者による議論を行う。内容の紹介，それに基づく問題提起，討論を行い，研究方法の理解

を深める。参加者による発表担当および議論進行分担を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学の研究レビュー 

2. 課題発表１／各自の発表と議論 

3. 課題発表２／同上 

4. 課題発表３／同上 

5. 研究論文の読み方／学術誌と課題論文紹介 

6. 論文講読発表１／課題論文の発表と議論 

7. 論文講読発表２／同上 

8. 論文講読発表３／同上 

9. 論文講読発表４／選択論文の発表と議論 

10. 論文講読発表５／同上 

11. 論文講読発表６／同上 

12. フィールドワークテーマ発表１／各自の発表と議論同上 

13. フィールドワークテーマ発表２／同上 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究論文雑誌に目を通し、専門書を積極的に読み、専門研究分野の理解力と応用力を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(30%)/授業参加態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ３ 

(Seminars I3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ史に限らず、まずはたくさんのテクストを読むところから始めましょう。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を

深めていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ４ 

(Seminars I4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史基礎演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学的な発想や見通しとはなにかを修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト読解を中心に進める。各回、共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』、東大出版会 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ５ 

(Seminars I5) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム文化に関する研究書・論文等を読み、著者による視点や論点の違いについて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は研究論文の読み方を演習形式で検討する。第６回以降の学生報告では、各自がイスラーム文化に関する個別テーマを設

定し、そのテーマに関する先行研究を読み、内容を報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と進めかたの説明 

2. はじめに／イスラーム文化研究について 

3. 研究論文を読む１／論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２／議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３／議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１／課題に関する個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２／同上 

8. 学生報告３／同上 

9. 学生報告４／同上 

10. 学生報告５／同上 

11. 学生報告６／同上 

12. 学生報告７／同上 

13. 学生報告８／同上 

14. まとめ／演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習で扱う研究書・論文を予習した上で演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確認

しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ６ 

(Seminars I6) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム文化に関する研究書・論文等を読み、著者による視点や論点の違いについて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生報告では、イスラーム文化に関して各自が興味・関心をもつテーマを設定し、そのテーマに関する複数の先行研究論文を紹

介する。毎回、担当者を割り振る。担当者が論文内容を報告した後、全員で討議する。学生報告の進め方の詳細については第１

回に説明するので、出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに／イスラーム文化研究資料の探し方 

3. 研究論文を読む１／論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２／議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３／議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１／課題に関する個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２／同上 

8. 学生報告３／同上 

9. 学生報告４／同上 

10. 学生報告５／同上 

11. 学生報告６／同上 

12. 学生報告７／同上 

13. 学生報告８／同上 

14. まとめ／演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習で扱う研究書・論文を予習した上で演習に参加する。演習時の討議で得た助言等を参考にして、最終レポートをまとめる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確

認しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ７ 

(Seminars I7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の文化 

担当者名 

（Instructor） 
執行 一利(SHIGYOU KAZUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学の入門的なテキストを選んで、輪読形式で授業を進める。テキストの読解とそれを批判的に読み解く力を身につける

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の分担を決め、テキストの内容を要約紹介してもらう。その後、疑問点を洗い出して、全員による討論を行い、中身の理解を

深めていく。そのためには、全員があらかじめテキストを読んでおくことが必須となる。初回授業時に各自の分担と今後のスケジ

ュールを決めるので、受講者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表と討論 

3. 発表と討論 

4. 発表と討論 

5. 発表と討論 

6. 発表と討論 

7. 発表と討論 

8. 発表と討論 

9. 発表と討論 

10. 発表と討論 

11. 発表と討論 

12. 発表と討論 

13. 発表と討論 

14. 発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの熟読。異文化や「未開社会」への関心を高める努力。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/出席および授業時における積極的な討論への参加(60%) 

3 回以上欠席の場合は評価対象外となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 綾部恒雄・大林太良・米山俊直編、『文化人類学入門リーディングス』、アカデミア出版会 

2. 村武精一編、『家族と親族』、未来社 

3. 吉田禎吾編、『文化人類学読本』、東洋経済新報社 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ８ 

(Seminars I8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の文化 

担当者名 

（Instructor） 
執行 一利(SHIGYOU KAZUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前期に引き続き文化人類学のテキストを輪読する。テキストの読解とそれを批判的に読み解く力を身につけることを目標とする。

なお、後半はテキストの中から各自関心のあるテーマを選んで、それについて調べて発表してもらう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の分担を決め、テキストを輪読する。全体討論によって中身の理解を深めていく。そのためには、全員があらかじめテキスト

を読んでおくことが必須となる。初回授業時に各自の分担と今後のスケジュールを決めるので、受講者は必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 発表と討論 

3. 発表と討論 

4. 発表と討論 

5. 発表と討論 

6. 発表と討論 

7. 発表と討論 

8. 発表と討論 

9. 発表と討論 

10. 発表と討論 

11. 発表と討論 

12. 発表と討論 

13. 発表と討論 

14. 発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの熟読。異文化や「未開社会」への関心を高める努力。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/出席および授業時における積極的な討論への参加(60%) 

3 回以上欠席の場合は評価対象外となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 綾部恒雄・大林太良・米山俊直編、『文化人類学入門リーディングス』、アカデミア出版会 

2. 村武精一編、『家族と親族』、未来社 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ９ 

(Seminars I9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国内の代表的な都市や地域の産業や文化、歴史について，地形図や統計データ・文献資料などを利用して調べ，地域について

の興味や関心を高める． 

 

授業の内容（Course Contents） 

全国を網羅する『地図で読む百年』シリーズの著書の中から，興味・関心のある都市や地域を選択して，調べた内容を授業で紹

介し，全体討論を行う． 

参加者による発表と全体討論を繰り返し，日本の都市や地域の特徴について理解を深める． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者による報告(1) 

2. 参加者による報告(2) 

3. 参加者による報告(3) 

4. 参加者による報告(4) 

5. 参加者による報告(5) 

6. 参加者による報告(6) 

7. 参加者による報告(7) 

8. 参加者による報告(8) 

9. 参加者による報告(9) 

10. 参加者による報告(10) 

11. 参加者による報告(11) 

12. 参加者による報告(12) 

13. 参加者による報告(13) 

14. 参加者による報告(14) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『地図で読む百年』シリーズは，全冊が立教大学の図書館に配架されている（北海道，東北，関東 1，関東 2，中部 1，中部 2，近

畿 1，近畿 2，中国・四国，九州）．事前にその内容を確認しておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の準備と内容(40%)/全体討論での発言(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない． 

 

参考文献（Readings） 

寺阪・平岡・野間・元木編『地図で読む百年』（古今書院 2003年 2,800 円）他（全 10 冊シリーズ） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１０ 

(Seminars I10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究の方法 

担当者名 

（Instructor） 
中台 由佳里(NAKADAI YUKARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的な地域を取り上げ研究テーマを設定し，グループでの事前学習を行い，実際のフィールドワークへと結びつける能力を養

う． 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ｉ9で学んだ地域の調べ方をもとに，実際にフィールドワークを想定した調査・研究能力の習得を目指した授業を展

開する。具体的には、東京とその近郊のある地域を選定し、その自然環境や土地利用の変遷，地域開発の歴史，人口構成の変

化などをテーマに，新旧の地形図，統計，文献資料などをもとに調べる。さらに、その成果を授業内で発表して議論を深め、最終

的に報告書としてまとめる。 

なお、調査する地域やテーマ、担当などについては、第１回目の授業時に相談の上決定するので、必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：具体的な調査地域の検討とグルーピング 

2. 各グループによる報告(1) 

3. 各グループによる報告(2) 

4. 各グループによる報告(3) 

5. 各グループによる報告(4) 

6. 各グループによる報告(5) 

7. 各グループによる報告(6) 

8. 各グループによる報告(7) 

9. 各グループによる報告(8) 

10. 各グループによる報告(9) 

11. 各グループによる報告(10) 

12. 各グループによる報告(11) 

13. 各グループによる報告(12) 

14. ３年生に向けての授業計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

東京とその近郊を中心に，興味･関心のある地域の歴史や風土，文化などに関する文献研究を進める． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および議論の内容(40%)/報告書の内容(30%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない． 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺阪昭信, 平岡昭利, 元木靖、2003、『地図で読む百年 関東 1』、古今書院 (ISBN:9784772230261) 

2. 今尾恵介、2011、『地図で読む戦争の時代―描かれた日本、描かれなかった日本』、白水社 (ISBN:9784560081181) 

3. 竹内正浩、2014、『空から見る戦後の東京』、実業之日本社 (ISBN:9784408110271) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１３ 

(Seminars I13) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの専門書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者自らが研究テーマを見つけて，研究を進める。従来の研究と自らの問題意識とをあわせてテーマを決め，調査計画をたて

て，フィールドワークを実施する。それをもとにデータを分析・考察を行う。関連分野の論文の講読と自らの研究テーマに関する研

究レビューを積極的に行う。研究テーマの設定，関連する研究のレビュー，研究方法の構築，分析，考察について参加者と討論

を深め，自ら実践できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学のテーマ／これまでの研究例の紹介 

2. テーマ発表１／各自の発表と議論 

3. テーマ発表２／同上 

4. テーマ発表３／同上 

5. データの分析方法／方法の紹介 

6. 分析発表１／各自の発表と議論 

7. 分析発表２／同上 

8. 分析発表３／同上 

9. データの考察から展望へ／方法の紹介 

10. 考察発表１／各自の発表と議論 

11. 考察発表２／同上 

12. 考察発表３／同上 

13. 論文のまとめ方 

14. 課題の提示 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連専門書を読み、文章力を高め、分析・考察をより深められるように努める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１４ 

(Seminars I14) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「環境」「生態」「文化」の相互関係の解明について，研究対象，方法，実証の仕方を地理学，生態人類学などの概説書，論文，実

地の体験から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期Ｉ11 に引き続き，各自の研究テーマについて議論を深める。フィールドワークの結果を用いて自らの関心とその分析方法

の理解を深める。以下の項目に関して毎回の担当者の発表と参加者による討論を通じて，分析，考察，論文記述を中心に学ぶ。 

1. 研究テーマに応じた議論の構築 

2. 研究枠組みと方法論の吟味 

3. 先行研究のレビュー 

4. 問題の設定と限定 

5. 予備調査とそれに基づく分析と課題 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の確認 

2. 研究課題の構築と研究レビュー１／各自の発表と議論 

3. 研究課題の構築と研究レビュー２／同上 

4. 研究課題の構築と研究レビュー３／同上 

5. 研究課題の構築と研究レビュー4／同上 

6. 予備調査データの収集と分析１／同上 

7. 予備調査データの収集と分析２／同上 

8. 予備調査データの収集と分析３／同上 

9. 予備調査データの収集と分析 4／同上 

10. 分析結果の考察と課題提示１／同上 

11. 分析結果の考察と課題提示２／同上 

12. 分析結果の考察と課題提示３／同上 

13. 分析結果の考察と課題提示 4／同上 

14. 今後の課題と論文のまとめ方 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自らのテーマに従い調査を行いデータを収集する。 

専門論文に目を通し、分析方法や論文記述の方法を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１５ 

(Seminars I15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、歴史学研究の成果を批判的に読み解けるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文の準備を並行して進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１６ 

(Seminars I16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国社会史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、史料を用いながら歴史学研究の成果を検討できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

共通テクストを読み、レジュメをつくり、議論を深める。 

卒論予備論文のための準備を並行して進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 演習（4） 

6. 演習（5） 

7. 演習（6） 

8. 演習（7） 

9. 演習（8） 

10. 演習（9） 

11. 演習（10） 

12. 演習（11） 

13. 演習（12） 

14. 最終回討議と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

2. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１７ 

(Seminars I17) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究テーマに関する既存の知見と自らの主張の相違を示すことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では論文執筆作法と研究論文の読み方を再確認する。第６回以降の学生報告では、各自が興味・関心をもつ研究テーマを

設定し、そのテーマに関する既存の知見を紹介する。自分の主張との共通点や差異などを報告した上で、全員で討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と概要の説明 

2. はじめに／論文執筆作法 

3. 研究論文を読む１／論文構成の検討 

4. 研究論文を読む２／議論の読み方の検討 

5. 研究論文を読む３／議論の分析方法の検討 

6. 学生報告１／研究内容についての個人報告を行った後、全員討議を行う 

7. 学生報告２／同上 

8. 学生報告３／同上 

9. 学生報告４／同上 

10. 学生報告５／同上 

11. 学生報告６／同上 

12. 学生報告７／同上 

13. 学生報告８／同上 

14. まとめ／演習全体の総括と最終レポート作成に関する注意点の説明 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告の準備を十分に行って、演習に参加すること。演習時の討議で得た助言等を参考にして最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確認

しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１８ 

(Seminars I18) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自らの主張を支える根拠として、的確なデータや資料を示し、説得力のある論理を構成することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生報告では、各自が興味・関心をもつ研究テーマに関して、そのテーマに関する現地調査（フィールドワーク）や文献調査で得

られた知見を示しつつ、自らの主張を報告する。発表者の主張を支える根拠（資料やデータ）について、全員で討議する。後半は

中間レポートのフィードバックを全員で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／本演習の目的と概要の説明。中間レポート作成に関する注意点の説明 

2. 学生報告１／研究内容についての個人報告を行った後、全員討議を行う 

3. 学生報告２／同上 

4. 学生報告３／同上 

5. 学生報告４／同上 

6. 学生報告５／同上 

7. 学生報告６／同上 

8. 学生報告７／同上 

9. 学生報告８／同上 

10. フィードバック１／中間レポートのフィードバックを行う 

11. フィードバック２／同上 

12. フィードバック３／同上 

13. フィードバック４／同上 

14. フィードバック５／同上 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告の準備を十分に行って、演習に参加すること。演習時の討議で得た助言等を参考にして中間レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/報告・討議への貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて、授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習・復習、課題提出等は、Blackboard を利用する。第１回に操作方法を説明するので、ログインに必要なＩＤとパスワードを確認

しておくこと。 

https://spirit.rikkyo.ac.jp/blackboard/Home.aspx 

 

注意事項（Notice） 
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■AC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１９ 

(Seminars I19) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分で設定した文化人類学での課題に取り組む。結果を他の受講者に伝える能力も養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  取り組む課題は受講者が主体的に決める。基本的には演習 I20 に接続して課題を深化させることが望ましい。本演習では先

行の研究を参照するだけでなく，みずから関係者に取材したり，現地を訪問するなど直接的な情報収集を歓迎する。 

  整理と結果の伝達の手法については，先人の研究論文を読むことで習得を目指す。受講者の発表の間に適宜先人の研究論

文を読む機会をもつ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生による発表 １ 

3. 学生による発表 ２ 

4. 学生による発表 ３ 

5. 学生による発表 ４ 

6. 学生による発表 ５ 

7. 学生による発表 ６ 

8. 学生による発表 ７ 

9. 学生による発表 ８ 

10. 学生による発表 ９ 

11. 学生による発表 １０ 

12. 学生による発表 １１ 

13. 学生による発表 １２ 

14. 学生による発表 １３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  イントラネットで過去複数年の栗田が担当した過去年の演習の内容を公開しているので，参照されたい。 

  受講生の希望にしたがってゼミ合宿も企画する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業中の議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２０ 

(Seminars I20) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分で設定した文化人類学での課題に取り組む。結果を他の受講者に伝える能力も養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  取り組む課題は受講者が主体的に決める。基本的には演習 I19 に接続して課題を深化させることが望ましい。本演習では先

行の研究を参照するだけでなく，みずから関係者に取材したり，現地を訪問するなど直接的な情報収集を歓迎する。これらの調

査の結果が次年度の卒業論文に結びつくことが望ましい。 

  整理と結果の伝達の手法については，先人の研究論文を読むことで習得を目指す。受講者の発表の間に適宜先人の研究論

文を読む機会をもつ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 学生による発表 １ 

3. 学生による発表 ２ 

4. 学生による発表 ３ 

5. 学生による発表 ４ 

6. 学生による発表 ５ 

7. 学生による発表 ６ 

8. 学生による発表 ７ 

9. 学生による発表 ８ 

10. 学生による発表 ９ 

11. 学生による発表 １０ 

12. 学生による発表 １１ 

13. 学生による発表 １２ 

14. 学生による発表 １３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  イントラネットで過去複数年の栗田が担当した過去年の演習の内容を公開しているので，参照されたい。 

  受講生の希望にしたがってゼミ合宿も企画する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業中の議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２１ 

(Seminars I21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究テーマを組み立てる方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学や地誌学とその周辺学問分野の成果を参照しながら，各自の関心を元に問題設定できるようになる．文献を調べたり資

料をまとめたりするなど，自ら実施した調査結果を授業で的確に説明できるようになる． 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究分野は、人と社会・環境とのかかわりに関連する地理学とその周辺学問分野が想定される．毎回の講義では，数人ずつ担

当者が発表を行い，参加者との議論によって構成される．一人あたり 2～3 回の発表を重ねながら，各自の研究課題を明確化

し，研究テーマを発展させるための調査方法を導き出す． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション．ゼミの進め方，文献検索，レジュメの作成法など 

2. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(1) 

3. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(2) 

4. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(3) 

5. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(4) 

6. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(5) 

7. 関心テーマに関する先行研究の紹介と研究計画の発表(6) 

8. フィールドワークの方法と地理空間データの利活用 

9. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(1) 

10. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(2) 

11. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(3) 

12. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(4) 

13. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(5) 

14. 前期の調査結果と夏季休業期間中の調査計画の発表(6) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，興味関心のあるテーマや地域に関する研究論文や著書を検索しておくこと。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の準備と内容(30%)/出席と授業への参加(30%) 

一定回数以上，遅刻と欠席した者は評価対象から除外する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梶田真・仁平尊明・加藤政洋編、2012、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779501326) 

2. 日本建築学会編、2012、『建築・都市計画のための調査・分析方法［改訂版］』、井上書院 (ISBN:9784753017546) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２２ 

(Seminars I22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究テーマを組み立て、論述する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学や地誌学とその周辺学問分野の成果を踏まえて各自の問題意識を明確化し，文献や資料，自らの調査に基づいた結果

を的確に説明できる．発表を積み重ねながら，論文に仕上げる． 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の演習Ⅰ２１を継続し，毎回の講義では数人ずつ担当者が発表を行い，論文制作への導入を図る．最終的には各自の研

究課題を明確化し，論文をまとめる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション．ゼミの進め方，文献検索，レジュメの作成法など 

2. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(1) 

3. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(2) 

4. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(3) 

5. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(4) 

6. 夏季休業期間以降における調査結果の発表(5) 

7. 論文執筆とプレゼンテーションの技法 

8. 章構成ならびに考察の議論(1) 

9. 章構成ならびに考察の議論(2) 

10. 章構成ならびに考察の議論(3) 

11. 章構成ならびに考察の議論(4) 

12. 章構成ならびに考察の議論(5) 

13. 原稿の読み合わせと指導(1) 

14. 原稿の読み合わせと指導(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自，関心のあるテーマや地域に関する研究論文や著書を検索しておくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表の準備と内容(30%)/出席と授業への参加(30%) 

一定回数以上，遅刻と欠席した者は評価対象から除外する． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 梶田真・仁平尊明・加藤政洋編、2012、『地域調査ことはじめ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:9784779501326) 

2. 日本建築学会編、2012、『建築・都市計画のための調査・分析方法［改訂版］』、井上書院 (ISBN:9784753017546) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１１ 

(Seminars I11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民俗誌に描かれた民俗社会のあり方を読み、フォークロアを学ぶための基礎知識と考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民俗誌を輪読し、演習形式で進めます。担当箇所の個人発表と、全体での討論を通してフォークロアの基礎知識と考え方を学ん

でいきます。また祭りなどの実地見学を行い、フォークロアの雰囲気を感じとっていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 民俗誌の概要 

3. 演習 1 

4. 演習 2 

5. 演習 3 

6. 演習 4 

7. 演習 5 

8. 演習 6 

9. 演習 7 

10. 演習 8 

11. 演習 9 

12. 演習 10 

13. 演習 11 

14. 演習 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

まずは歩いてみましょう。ヘッドフォンなどせずに、目で見て、音やにおいを感じながら歩いていると今まで気づかなかった風景が

浮かび上がってくると思います。そして気がついたことを少しずつ書き留めておくようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業内での発言(40%)/出席(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストとする民俗誌は受講者の興味関心を考慮したうえで初回に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ１２ 

(Seminars I12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フォークロアの基本文献を通して、フォークロアを学ぶための基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）日本のフォークロアについての論文を読んで発表する。 

（2）演習Ⅰ11 または 12で読んだ文献にかかわる場所でフィールドワークを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表と討論 1 

3. 発表と討論 2 

4. 発表と討論 3 

5. 発表と討論 4 

6. 発表と討論 5 

7. 発表と討論 6 

8. フィールドワークの準備と討論 1 

9. フィールドワークの準備と討論 2 

10. フィールドワーク 1 

11. フィールドワーク 2 

12. フィールドワークの報告と討論 1 

13. フィールドワークの報告と討論 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表する論文は、受講者の興味関心を考慮したうえで演習Ⅰ11（春学期）の最終回に指示します。各自、夏季休暇の間に論文を

読み込んで、演習参加者で知識を共有し活発な議論ができるように、周到な発表準備をしてください。 

興味を持った祭りやイベントがあったらまずは足を運んでみましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/授業内での発言・態度(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２３ 

(Seminars H23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次の演習での学習を踏まえ、日本の近世近代移行期（幕末維新期）について専門的な研究書・論文を読みこなす能力を習得

し、合わせてこの時期の史料に対する読解能力を高め、自身で課題を追究する態度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）の歴史に関する専門的な研究書・論文からいくつかの章や論文を講読し、各人が担当部分につ

いて調査・発表し、ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。また並行して、この時期の史料の読解も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 文献の講読・発表・ディスカッション（１）、史料読解（１） 

3. 文献の講読・発表・ディスカッション（２）、史料読解（２） 

4. 文献の講読・発表・ディスカッション（３）、史料読解（３） 

5. 文献の講読・発表・ディスカッション（４）、史料読解小テスト（１） 

6. 文献の講読・発表・ディスカッション（５）、史料読解（４） 

7. 文献の講読・発表・ディスカッション（６）、史料読解（５） 

8. 文献の講読・発表・ディスカッション（７）、史料読解（６） 

9. 文献の講読・発表・ディスカッション（８）、史料読解小テスト（２） 

10. 文献の講読・発表・ディスカッション（９）、史料読解（７） 

11. 文献の講読・発表・ディスカッション（10）、史料読解（８） 

12. 文献の講読・発表・ディスカッション（11）、史料読解（９） 

13. 文献の講読・発表・ディスカッション（12）、史料読解小テスト（３） 

14. 文献の講読・発表・ディスカッション（13）、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、講読する文献を必ず読んでくる（毎回の簡単な小テストで成果を確認する）。また、史料読解については復習をする（複数

回の小テストで成果を確認する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/毎回の予習・復習確認小テスト(40%)/最終レポート(Final Report)(10%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

明治維新史学会編『講座明治維新』（有志舎）などから論文を選び、プリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｈ２４ 

(Seminars H24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期ゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近世近代移行期（幕末維新期）の専門研究文献・史料をしっかり読解することにより、自身の研究課題を追究する能力を

高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期（幕末維新期）に関する専門研究書・論文および史料を講読し、各人が担当部分について解読・調査・発表し、デ

ィスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。とりあげる文献・史料は、並行する卒業論文予備演習との関連を意識しな

がら選定する。そのうえで自身の研究テーマについて研究報告を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、授業運営の打ち合わせ 

2. 専門研究文献の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. 専門研究文献の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. 専門研究文献の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. 専門研究文献の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. 史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

7. 史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

8. 史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

9. 史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

10. 研究報告・ディスカッション（１） 

11. 研究報告・ディスカッション（２） 

12. 研究報告・ディスカッション（３） 

13. 研究報告・ディスカッション（４） 

14. 研究報告のまとめ、総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読する史料を読んで予習してくるとともに、復習をすること（小テストで確認する）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況および参画度(50%)/発表の質および復習確認小テスト(50%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

選定した史料はプリントで配付する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２３ 

(Seminars I23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者各自が関心をもつ研究テーマを選び、テーマについて掘り下げ発表する。演習参加者とともに討論を重ね理解を深めて卒

業論文の作成につなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習では、各自が自由に研究テーマを設定して、2 年生のゼミでの経験を踏まえたうえで発表を 1 回ずつ行い、全体で討論

を重ねながら論文の書き方、調査方法を学んで行きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個人発表 1 

3. 個人発表 2 

4. 個人発表 3 

5. 個人発表 4 

6. 個人発表 5 

7. 個人発表 6 

8. 個人発表 7 

9. 個人発表 8 

10. 個人発表 9 

11. 個人発表 10 

12. 個人発表 11 

13. 個人発表 12 

14. 個人発表 13 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏季休暇にフォークロアゼミ 2年生、3 年生合同の合宿を行う予定です。その合宿で 3 年生は春学期の個人発表での議論を踏

まえた発表を行います。 

テーマに応じて各自現地に赴き、予備的なフィールドワークを行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(70%)/授業内での発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／演習 Ｉ２４ 

(Seminars I24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自が関心をもつ研究テーマを選び、各研究テーマについて参加者とともに理解を深めて卒業論文の作成につなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習Ⅰ23（春学期）での議論を踏まえた研究発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個人発表 1 

3. 個人発表 2 

4. 個人発表 3 

5. 個人発表 4 

6. 個人発表 5 

7. 個人発表 6 

8. 個人発表 7 

9. 個人発表 8 

10. 個人発表 9 

11. 個人発表 10 

12. 個人発表 11 

13. 個人発表 12 

14. 個人発表 13 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークを必要とする研究テーマを選んだ場合には、夏季休暇に予備調査をしておくことを勧めます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(70%)/授業内での発言(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC201／フィールドワーク Ｈ１ａ 

(Field Work H1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都人の生活を追う：飛鳥・奈良 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象地に自ら赴き見聞することを通じて，日本史研究を進めていく上で必要となる地図の読み方や史料調査に関する能力を

高めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

飛鳥・奈良の都城を対象とし，各々が事前学習会でたてた計画に従って調査する。時代は日本古代史にとどまらず，対象も芸

能，都市計画，宗教施設など，各人の興味に従う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会 

2. 事前報告会（1） 

3. 事前報告会（2） 

4. 事前報告会（3） 

5. 現地調査 

6. 現地調査 

7. 現地調査 

8. 現地調査 

9. 現地調査 

10. 現地調査 

11. 現地調査 

12. 現地調査 

13. 現地調査 

14. 成果報告会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フィールドワークの日程は，2 泊 3 日夏季休暇中， 9 月上旬を予定している。第 1 回目の事前学習会を 4 月 12 日（木）昼休み

（12:15～13:15）に 7301 教室で開くので，必ず出席すること。調査以外に，事前学習会を毎月実施して調査対象に関する準備を

行い，調査後には成果発表会を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワーク参加(50%)/事前学習会(30%)/成果報告会(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ１ 

(Field Work I1) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

設定した地域の地理と民俗についてフィールドワークの結果をまとめて報告書に作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2018 年度は、埼玉県比企郡嵐山町で実施する。当該地の地理的背景、生業の特色、人生儀礼、年中行事、社会組織、社会の

近年の変化とその対応、その他の項目について、分担を決めて調査を実施する。現地でのフィールドワークは春学期は８月上旬

を予定している。現地でのフィールドワークとは別に毎週の授業時に発表をおこない、現地と一般的な知識を涵養する。 

この科目は「その他登録」で、最初の授業時に登録申請をする必要があるので、履修希望者はかならず出席すること。 

フィールドワークを実施することを考慮し、履修希望者が多数の場合はおおむね 20 名程度に選考することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 調査希望項目の調整。グループ分け 

3. 生業関連グループの発表１ 

4. 生業関連グループの発表２ 

5. 人生儀礼関連グループの発表１ 

6. 人生儀礼関連グループの発表２ 

7. 年中行事関連グループの発表１ 

8. 年中行事関連グループの発表２ 

9. 社会組織関連グループの発表１ 

10. 社会組織関連グループの発表２ 

11. 社会の近年の変化とその対応関連グループの発表１ 

12. 社会の近年の変化とその対応関連グループの発表２ 

13. フィールドワークの基礎１ 

14. フィールドワークの基礎２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎時限の発表にそなえた準備、フィールドワーク（春学期は８月上旬に２泊３日を予定）、そのとりまとめが必要になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの取り組み、調査結果の発表、授業中の議論を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／フィールドワーク Ｉ２ 

(Field Work I2) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

4 月 17 日付 

フィールドワーク実施時期の変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期のフィールドワーク I1 から継続して、設定した地域の地理と民俗についてフィールドワークの結果をまとめて報告書に作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2018 年度は、埼玉県比企郡嵐山町をとりあげる。当該地の地理的背景、生業の特色、人生儀礼、年中行事、社会組織、社会の

近年の変化とその対応、その他の項目について、分担を決めて調査を実施する。現地でのフィールドワークは秋学期は【変更前】

１１月中旬【変更後】９月を予定しているが、詳細は履修生と調整する。現地でのフィールドワークとは別に毎週の授業時に発表を

おこない、現地と一般的な知識を涵養する。 

この科目は「その他登録」であり、春学期のフィールドワーク I1 の初回授業時にフィールドワーク I1 および I2 の履修申請をする

必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 生業関連グループの発表 

3. 人生儀礼関連グループの発表 

4. 年中行事関連グループの発表 

5. 社会組織関連グループの発表 

6. 社会の近年の変化とその対応関連グループの発表 

7. 報告書の点検１ 

8. 報告書の点検２ 

9. 報告書の点検３ 

10. 報告書の点検４ 

11. 冊子形態への準備１ 

12. 冊子形態への準備２ 

13. 冊子形態への準備３ 

14. 合評会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎時限の発表にそなえた準備、フィールドワーク（秋学期は【変更前】１１月中旬【変更後】９月に２泊３日を予定）、そのとりまとめ

が必要になる。 

最終的な報告書形態にするための入念な作業が期待される 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの取り組み、調査内容の発表とレポート、授業中の議論、を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC232／専門基礎 ２ 

(Workshops for Academic Researchers 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語２ 

担当者名 

（Instructor） 
諫早 庸一(ISAHAYA YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンゴル帝国期（1206 年頃～1368 年頃）に書かれたペルシア語史料に触れることで、ユーラシア規模に拡大したモンゴル帝国と

その共通語（lingua franca）となったペルシア語との関係を知る。それにより、権力と言語の関係について視野を広げ、今日のグロ

ーバリゼーションとその支配言語である英語との関係を相対化する手掛かりを得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずはペルシア語――特に近世ペルシア語――がいかなる言語であるのか、「ペルシア語の世界（Persianate world）」の歴史が

いかなるものであったのかについて概観します。そしてペルシア語が 13～14 世紀にユーラシア規模で拡大したモンゴル帝国の

共通語/リンガ・フランカとなった事実を確認したうえで、モンゴル帝国の歴史について講義します。その後に、ペルシア語を用い

てユーラシアをつないだ 4 人の人物について検討し、次に〈歴史〉〈天文学〉〈医学〉という 3 つのトピックについて、ペルシア語の

史料を提示しながら、それらの要素のユーラシア規模での連関を見ていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：受講者の所属と関心を確認し、「ペルシア語の世界」をモンゴル帝国期に注目しつつ概観するこの講義

の方針を説明します。 

2. ペルシア語の歴史：主に森本『ペルシア語が結んだ世界』を用いて、ペルシア語とは、そして「ペルシア語の世界」とはいか

なるものなのかを概説します。 

3. モンゴル帝国の歴史：杉山『モンゴル帝国の興亡』などを手掛かりとして、モンゴル帝国の歴史を概観し、そこでペルシア語

が果たした役割の大きさを強調します。 

4. マルコ・ポーロ（1254～1323 年）：彼による『世界の記述（東方見聞録）』は、彼がユーラシア大陸をペルシア語に通じた人物

を連れて旅したことを教えてくれます。こうした事実を基に、当時のユーラシア交易とペルシア語の関係を読み解いていきま

す。 

5. ナスィール・アッディーン・トゥースィー（1201～1274 年）：当時「ペルシア語の世界」を代表する知識人だったトゥースィーは、

科学の分野においてペルシア語の地位を高めるのに貢献した人物でした。彼のこの分野の業績と活動を見ていきます。 

6. ラシード・アッディーン（1247～1318 年）：モンゴル帝国の一部としてイラン・イラクを支配したイル・ハン朝（1256～1357 年）

の宰相であり、中国を支配した元朝（1271～1368 年）との文化交流を推し進めた人物でした。その文化事業の前提として、

彼の人物像に迫ります。 

7. ボラド・アカ（1313 年没）：ラシードのパートナーとして東西文化交流を推し進めた人物が、元朝からイル・ハン朝にきたボラド

でした。彼の経歴を見ていくことで当時の文化交流の担い手の具体相を明らかにします。 

8. 歴史（1）：ラシードはペルシア語史書『集史』を編纂します。これはイランの歴史はもちろんのこと、イスラム教やヨーロッパ・

インド・中国の歴史をも網羅し、それゆえラシードは初の「世界史家」とも呼ばれます。この回では『集史』の構成および内容

を見ていきます。 

9. 歴史（2）：この回では『集史』のなかでも特に「中国史」に焦点を絞り、いかなる「中国史」がペルシア語史書に記されている

のか、そこから何を読み取ることができるのかを考えていきます。 

10. 天文学（1）：トゥースィーは数学・天文学の分野において、当時支配的であったアラビア語と同程度にペルシア語でも叙述を

行い、これらの分野におけるペルシア語の発展に大きく寄与しました。実際にこの種の文献に触れることで、その具体相を

見ていきます。 

11. 天文学（2）：さらにトゥースィーは、中国からきた道教徒との交流を通じて中国の天文学を知り、その知識を自らの天文学文

献に記します。この、文化的背景の異なる学者 2 人による「天文対話」の実相を論じます。 

12. 医学（1）：ラシードはまず、ハンの侍医として宮廷での地位を高めました。彼はいくつかの漢語医術書をペルシア語に訳す

「イル・ハン朝翻訳プロジェクト」に着手します。この回ではその翻訳プロジェクトについて解説します。 

13. 医学（2）：「イル・ハン朝翻訳プロジェクト」は結局のところ途中で頓挫してしまうものの、その成果物として『珍貴の書』と題さ

れたペルシア語翻訳書が未完ながら残されています。この回ではその内容について見ていきます。 

14. 言語と帝国：これまでの回で見てきた実例からあらためてペルシア語とモンゴル帝国との関係について考え、そこから現代

のグローバリゼーションと英語との関係を再考していきます。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとして指定した文献、さらに可能であれば参考文献に指定したものも、興味に応じて読んできてください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

リアクションペーパーは毎回授業の終わりに記入していただきます。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森本一夫、2009、『ペルシア語が結んだ世界: もうひとつのユーラシア史 』、北海道大学出版会 (ISBN:978-4-8329-6712-0) 

2. 杉山正明、1996、『モンゴル帝国の興亡（上）』、講談社 (ISBN:978-4061493063) 

3. 杉山正明、1996、『モンゴル帝国の興亡（下）』、講談社 (ISBN:978-4061493070) 

森本『ペルシア語が結んだ世界』については、第 2 回「ペルシア語の歴史」において、その序章である「ものを書くことから見たペ

ルシア語文化圏: その面的把握をこえて」のコピーを配布します。杉山『モンゴル帝国の興亡』については、授業で直接扱うことは

しませんが、モンゴル帝国の通史を知る上で有用であり、一読を勧めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. Thomas T. Allsen. 2001. <I>Culture and Conquest in Mongol Eurasia</I>. Cambridge University Press (ISBN:9780521803359) 

2. 水村美苗、2015、『増補 日本語が亡びるとき: 英語の世紀の中で』、筑摩書房 (ISBN:978-4480432667) 

3. 海老澤哲雄、2015、『マルコ・ポーロ: 『東方見聞録』を読み解く』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-35035-9) 

4. マルコ ポーロ、2000、『完訳 東方見聞録（1）』、平凡社 (ISBN:978-4582763263) 

5. マルコ ポーロ、2000、『完訳 東方見聞録（2）』、平凡社 (ISBN:978-4582763270) 

6. 樺山 紘一、1997、『岩波講座 世界歴史（11）中央ユーラシアの統合: 9−16 世紀』、岩波書店 (ISBN:978-4000108317) 

7. 宮紀子、2007、『モンゴル帝国が生んだ世界図』、日本経済新聞出版社 (ISBN:978-4-532-16585-7) 

それぞれ、授業では直接扱いませんが、ペルシア語とモンゴル帝国の関係を考えるうえで貴重なものです。特に Allsen の

<I>Culture and Conquest in Mongol Eurasia</I>はモンゴル帝国期ユーラシアの文化交流についての代表的著作です。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ペルシア語の文法知識は前提としません。講義のなかではペルシア語史料を扱うこともありますが、全て日本語訳を併記します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC233／専門基礎 ３ 

(Workshops for Academic Researchers 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語１ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

4 月 2 日付以下の事由によりテキストを変更 

【事由】 

指定したテキストが入手困難なため 

【変更前】基礎イタリア語講座 2007 年 

【変更後】基礎イタリア後講座（-ＣＤ付改訂版-） 2013 年 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 簡単な挨拶や会話ができるようになることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 イタリア語について 

2. アルファベートと簡単な挨拶． 

3. 名詞と冠詞 

4. 直説法現在 essere / avere 

5. 形容詞 

6. 直説法現在・規則動詞 

7. 直説法現在・不規則動詞 

8. 直説法現在・不規則動詞２ 

9. 人称代名詞 

10. 再帰動詞 

11. 命令法 

12. 直説法近過去 

13. 直説法近過去２ 

14. まとめと復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2013、『基礎イタリア語講座(-ＣＤ付改訂版)』、朝日出版社 (ISBN:978-4255553115) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

2. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC234／専門基礎 ４ 

(Workshops for Academic Researchers 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イングリッシュ・コンプリヘンジョン 

担当者名 

（Instructor） 
内田 雅克(UCHIDA MASAKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の基本的なアカデミックスキルを習得しながら、「ジェンダー」「セクシュアリティ」を日本近代史のなかに考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

CLIL(Content and Language Integrated Learning)という英語学習法を採用し、４つの C[Content（内容）、Communication（言語）、

Cognition（思考）、Community（恊学）]の Contentに日本近代ジェンダー史を据える。学習活動には、基礎的な英語によるレクチ

ャー、英文講読、平易な英語によるディスカッションや発表などが含まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業内容、事前事後学習、評価項目などの説明） 

2. シリーズ「少年」① 

富国強兵の少年 

3. 「少女」の誕生 

4. 一葉『たけくらべ』が見せた「女」 

5. 鷗外『舞姫』が見せた「男」 

6. チャレンジ「英語でエッセイ」 

7. シリーズ「少年」② 

大正デモクラシーの少年 

8. モボ竹久夢二とトランスジェンダー 

9. モガ吉屋信子と同性婚 

10. ホモセクシュアルの日本史 

11. シリーズ「少年」③ 

軍事化の少年 

12. チャレンジ「英語で発表」① 

13. チャレンジ「英語で発表」② 

14. 論文読解学習会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 

   論文読解、レクチャー語彙の確認など 

復習 

   語彙の定着、エッセイや発表の準備など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加及び授業内小テスト(50%)/エッセイ(20%)/発表(20%)/論文読解レポート(10%) 

三分の一以上欠席した場合は評価対象外となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

オリジナルのテキストを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 182 - 

■AC236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC236／専門基礎 ６ 

(Workshops for Academic Researchers 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語２ 

担当者名 

（Instructor） 
畑 瞬一郎(HATA SHUNICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イタリア語文法の基礎を理解し, 平易な文を扱えるレベルに到達することをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イタリア語の初級文法を習得する（春学期の「専門基礎３」で学んだ知識に基づいて、さらに文法事項を学んでいく）。 

 

指定のテキストにしたがって文法事項を解説するとともに、習得した文法事項を応用する練習問題などを通して、理解を深め、使

える外国語として定着させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文法の復習（春学期学習事項の確認） 

2. 文法の復習（春学期学習事項の確認）２ 

3. 直説法半過去・大過去 

4. 直説法未来・先立未来 

5. 受動態 

6. 比較級・最上級 

7. 関係詞 

8. ジェルンディオ 

9. 条件法 

10. 条件法２ 

11. 接続法 

12. 接続法２ 

13. 直説法遠過去・先立過去 

14. まとめと復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本裕之、2007、『基礎イタリア語講座』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-55303-0) 

さらに、適宜プリントを配布するので、授業に出席して受け取ること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 池田廉 他、1999、『伊和中辞典』、小学館 (ISBN:978-4095154022) 

2. 秋山余思 他、2011、『プリーモ伊和辞典』、白水社 (ISBN:978-4560000854) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、履修にあたっては、春学期の「専門基礎３」を修得していなければならない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC237／専門基礎 ７ 

(Workshops for Academic Researchers 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ系言語３ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 盡(ITO TSUKUSU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古北欧語（古アイスランド語）の文献を読むための基礎力（基礎的な言語学的知識、歴史学・社会学的知識・文学的知識）をつけ

ること。達成目標としては、下宮忠雄編のテキストを独力で読み、理解できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世アイスランドの歴史と文化、言語と文学について学ぶ演習＋講義形式の授業。古アイスランド語で書かれた北欧神話の原典

と言われるエッダ詩篇やサガ文学を原語で読みながら、その解説や背景となる知識を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：中世北欧語文献学概論 

2. 序説：ルーン文字碑文の読み方を学ぶ。古北欧語の歴史概説。 

3. 序説；古北欧語文法：名詞・代名詞・形容詞・副詞 

4. 序説：古北欧語文法：動詞 

5. 序説：古北欧語文法：統辞論 

6. 序説：古北欧語文法：語彙と詩法・韻律 

7. テクスト読解：アイスランドの発見と植民 

8. テクスト読解：ハラルドル美髪王と赤毛のエイリークルのサガ 

9. テクスト読解：スノッリの『エッダ』 

10. テクスト読解：ヴォルスンガ・サガ 

11. テクスト読解：ウェールンドの伝説 

12. テクスト読解：エッダ詩『高き者の言葉』 

13. テクスト読解：エッダ詩『バルドルの夢』 

14. テクスト読解：『巫女の予言』 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書は、反復熟読してください。わからないことは授業中でも、授業外でも質問を受け付けます。 

授業では扱えない部分も教科書には書かれているので、出来るだけ質問してください。 

参考文献は、シラバスに記載してあるもの以外の書物を、授業中にプリントして紹介しますので、そちらも読むと、世界が広がりま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の応答(30%)/授業内の課題回答(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 下宮忠雄、2017、『エッダとサガの言語への案内』、近代文藝社 (ISBN:9784773380231) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口幸男、2017、『エッダとサガ：北欧古典への案内』、新潮社 (97841060381386) 

2. 谷口幸男訳、1973、『エッダ：古代北欧歌謡集』、新潮社 

3. 水野知昭、2002、『生と死の北欧神話』、松柏社 (ISBN:4775400134) 

4. ライナー・テッツナー、1998、『ゲルマン神話』、青土社 

5. レイ・ページ、1996、『ルーン文字』、學藝書林 (ISBN:4875170173) 

6. Michael Barnes. 2012. <I>Runes: A Handbook</I>. Boydell (ISBN:978-1843837787) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

言語学的な知識は事前に必要ではありません。けれど、講義や解説を聞いて、たくさんノートに書き取っていってください（とはい

え、確かに英語やドイツ語の知識を持っていると多少はお得かも知れません）。 

復習は、参考文献を読むことで進めてください。 
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あと、教科書で「古ノルド語」と書かれている箇所は、すべて「古北欧語」あるいは「古アイスランド語」に置き換えますので、授業

中はメモや書き込みを教科書にたくさん付けてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC239／専門基礎 ９ 

(Workshops for Academic Researchers 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代資料論 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代史料のいくつかをとりあげ、史料の探し方、史料から何が読み取れるか、史料を使用して歴史像を構築する方法などについ

て学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①日本軍「慰安婦」関係史料などを素材に、歴史家の問題意識と史料発見との関係性、複数の史料の組み合わせによる歴史像

の形成の方法、新史料の発見による歴史像の塗り替えなどについて学ぶとともに、②自ら史料を残せない人々（特に女性）を、ど

のような史料を使用して歴史研究の対象にできるか、③オーラル・ヒストリー（聞く歴史・語る歴史）の方法などについて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 歴史家の問題意識と史料発見との関係性 ① 

3. 史料の解読と歴史像の形成 ① 

4. 史料の解読と歴史像の形成 ② 

5. 史料の解読と歴史像の形成 ③ 

6. 民衆の史料 ① 

7. 民衆の史料 ② 

8. 女性史の史料 ① 

9. 女性史の史料 ② 

10. オーラル・ヒストリー ① 

11. オーラル・ヒストリー ② 

12. オーラル・ヒストリー ③ 

13. まとめ 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で配布する史料を必ず予習・復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回の提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に定めず、毎回の授業でプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC241／専門基礎 １１ 

(Workshops for Academic Researchers 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古文書１ 

担当者名 

（Instructor） 
丸島 和洋(MARUSHIMA KAZUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2540 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の歴史を学ぶには、「古文書」を始めとする史料を読み込んでいく必要がある。その基礎となるのが、古文書学という学問で

ある。本講義では、中世文書を対象に、どのような古文書が残されていて、それぞれの様式・形態上の特徴や、発給経緯を解説

していく。古文書学を学ぶことで、史料操作の基本を習得するとともに、日本中世の政治・社会の特徴についても基礎的理解を得

ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業ごとに古文書写真を中心としたプリントを配付し、日本中世文書の様式・機能・形態と伝来、それぞれが発給された社会的背

景について解説する。古文書の読み方についても、基礎的な解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古文書学とは何か―様式・機能・形態・伝来― 

2. 鎌倉幕府文書（１）下文―公家様文書から武家様文書へ― 

3. 鎌倉幕府文書（２）下知状と御教書―中世の裁判― 

4. 建武政権の文書 

5. 軍忠状と着到状―南北朝期の戦争文書― 

6. 室町幕府文書（１）御判御教書と使節遵行 

7. 室町幕府文書（２）管領下知状と奉行人連署奉書 

8. 戦国大名文書（１）将軍御内書・大名書状と副状 

9. 戦国大名文書（２）判物と印判状 

10. 戦国大名文書（３）禁制と制札 

11. 起請文と牛玉宝印 

12. 譲状・置文と売券・寄進状 

13. 偽文書と由緒 

14. 古記録の世界 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 必要に応じて、授業中ないし Blackboard上で別途指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席および受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付するため、特定のテキストに依拠して講義を進めることはしない。ただ参考文献のうち、佐藤進一『［新版］古文書学

入門』には目を通すことが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤進一、2003、『［新版］古文書学入門』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588320118) 

2. 児玉幸多、1993、『くずし字用例辞典 普及版』、東京堂出版 (ISBN:978-4490103335) 

3. 日本歴史学会編、1971、『演習古文書選 古代・中世編』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642070218) 

4. 苅米一志、2015、『日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法』、吉川弘文館 (ISBN:978-4642082730) 

5. 丸島和洋、2013、『戦国大名の「外交」』、講談社選書メチエ (ISBN:978-4062585590) 

6. 丸島和洋、2016、『真田信繁の書状を読む』、星海社新書 (ISBN:978-4061386013) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

写真配付を基本としますが、古文書の原本をお見せしたり、博物館の展示を紹介することもあります。歴史学の基礎となる学問で

すから、積極的に質問にきてください。 
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注意事項（Notice） 
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■AC243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC243／専門基礎 １３ 

(Workshops for Academic Researchers 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ系言語３ 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2643 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トルコ語の初級文法を習得し、簡単な日常会話や短い文章を理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業冒頭で、前回授業で扱った単語等の小テストを行います。その後、テキストにそって、トルコ語の初級文法の解説行った上

で、練習問題に取り組みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. トルコ語とは 

母音調和 

2. 平叙文と疑問文 

3. 動詞の現在形 

名詞の位置格と起点格 

4. 動詞の過去形 

名詞の方向格と共同手段格 

5. 所有格と所属人称接尾辞 

6. 所属人称接尾辞と複合名詞 

7. 存在文と所有文 

8. 動詞の未来形と対象格 

9. 動詞の中立形 

10. 受け身の動詞 

11. 動詞の提案形、命令形、願望形 

12. 後置詞 

13. 動名詞 

14. 形動詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習：アサインメント（テキストの練習問題の一部を指定します。） 

復習：小テストの準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト 20％×5 回(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 東京外国語大学トルコ語専攻(編）、2012、『トルコ語文法 初級・中級』、(東京外国語大学語学教科書シリー ズ） (ISBN:978-

4-903386-18-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／専門基礎 １５ 

(Workshops for Academic Researchers 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カルトグラフィ 

担当者名 

（Instructor） 
小泉 諒(KOIZUMI RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2640 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地図の概念や種類，利用方法などを習得し，利用目的に応じた適切な地図の選択や，的確な地図の読み取りが可能になること．  

 

授業の内容（Course Contents） 

地図は地域の調査や分析などに必要不可欠であり，様々な場面で用いられる有用なツールである．本講義では，地図の歴史や

概念・種類など幅広く扱う．また，地図に関する基本的な知識を紹介し，地図の利用に関する作業も行う．近年さまざまな分野で

利用が進む，GIS(地理情報システム)に関する内容も扱う．  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義概要を説明する．その後，初回の内容として，地図の概念や分類を紹介する．  

2. 地図の歴史：西洋と日本における歴史的地図を紹介する．併せて，地図が示す当時の社会の世界観を紹介する．  

3. 地図の種類：主に国土地理院が発行している，さまざまな一般図と主題図を紹介する．  

4. 地図の作成方法：地図は測量に基づいて作成される．地図がどのような工程によって作成されるか紹介する．  

5. 地図投影法：球体である地球を平面上に表現するために必要となる，投影法を講義する．  

6. 地図の表現：地図の作成にあたって，適切な情報伝達を可能とするための地図表現を紹介する．  

7. 地図の利用（自然的分野）：国土地理院刊行の 2 万 5 千分の 1地形図の読図を行う．講義の後，作業を通して自然条件の

読み取りを行う．  

8. 地図の利用（社会・人文的分野）：複数の主題図の読図を行う．講義の後，作業を通して意思決定への地図利用の有効性

を理解する．  

9. 行動と地図：日常生活の行動を表現する地図や，記憶の地図であるメンタルマップを紹介する．  

10. GIS（地理情報システム）：近年さまざまな分野で利用が進んでいる GISについて講義する．  

11. デジタル地図の拡がり：インターネットやフリーソフトを通して身近になったデジタルマップの拡がりを紹介する．  

12. デジタル地図の利用と作成：デジタル地図の利用とウェブ上での作成方法をいくつか紹介する．  

13. 地図利用の将来：幅広い分野で進んでいる地図の利活用を紹介し，地図・地理情報の将来へ向けた動向を講義する．  

14. まとめ：講義全体の概要をまとめ，最終テストに関する説明を行う．  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は，履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う．  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/講義中に指示する小レポート(30%)/講義中に指示する作業課題(30%) 

成績評価を受けるためには，すべての作業課題・小レポートの提出が必要である． 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 浮田典良・森 三紀、2004、『地図表現ガイドブック』、ナカニシヤ出版 (ISBN:4888488479) 

2. 今尾恵介、2011、『地図で読む戦争の時代―描かれた日本、描かれなかった日本』、白水社 (ISBN:9784560081181) 

3. 石川 初、2012、『ランドスケール・ブック』、ＬＩＸＩＬ出版 (ISBN: 9784864800013) 

4. アーサー・H.ロビンソン[ほか]共著 ; 永井信夫訳、1984、『地図学の基礎』、地図情報センター (ISBN:4807181092) 

5. マーク・モンモニア著 ; 渡辺潤訳、1995、『地図は嘘つきである』、晶文社 (ISBN:4794962185) 

6. 田代 博、2016、『地図がわかれば社会がわかる』、新日本出版社 (ISBN:9784406060370) 

7. アン・ルーニー著 ; 高作自子訳、2016、『地図の物語』、日経ナショナルジオグラフィック社 (ISBN:9784863133587) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内では，地図の読み取りや作成に関する作業も行うため，色鉛筆（蛍光ペン・ボールペンは不可）等が必要となる．  
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注意事項（Notice） 
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■AC256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC256／フィールドワーク Ｈ２ｂ 

(Field Work H2) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3530 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

沖縄県に赴き、その近現代史に関係する重要な場所や史料を調査し、現地の人々の話をうかがうことを通じて、沖縄と日本本土

との歴史的関係に理解を深めるとともに、聞き取りや史料調査の方法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

沖縄では、辺野古への新基地建設等に対する人々の反対が続いている。こうした沖縄の人々の動きに理解を深めるためには、

近現代の沖縄と日本本土との歴史的関係、戦後の米軍基地とその周辺の人々の暮らしを知ることが重要である。そこでこのフィ

ールドワークでは、主として「米軍基地とその周辺の人々の暮らし」の歴史に焦点をあてて学ぶことを目的とする（ただし、沖縄の

別の側面について理解を深めたい希望を持っている学生に対しては、できるだけその希望を重視するので、相談してほしい）。事

前学習で、関係する文献・史料を分担して講読して知識を得た上で、9 月上旬に 3 泊 4 日で現地へ赴くことを予定している。現地

では、米軍基地周辺の人々の暮らしを知る上で重要な場所を見学・調査するとともに、聞き取りを行う。できれば現地の学生たち

と交流する機会ももうけたい。フィールドワーク終了後には報告書を分担執筆する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習 （１） 各自分担部分の決定   

2. 事前学習 （２） 各自分担部分の文献・史料講読 

3. 事前学習 （３） 各自分担部分の文献・史料講読に基づく中間レポート執筆 

4. 米軍基地と周辺の人々の暮らし 

5. 米軍基地と周辺の人々の暮らし 

6. 米軍基地と周辺の人々の暮らし 

7. 聞き取り調査 

8. 聞き取り調査 

9. 史料調査 

10. 史料調査 

11. フィールドワーク報告書の執筆・作成 （１） 

12. フィールドワーク報告書の執筆・作成 （２） 

13. フィールドワーク報告書の執筆・作成 （３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分が分担することになった文献・史料の講読と報告の準備、現地の人々との交流や質疑応答、報告書の文章の執筆など、自

ら主体的に行わなければならない作業が多い。特に、お世話になる沖縄の人々に失礼にならないよう、沖縄に関心を持ち、事前

に十分学習し、現地の人々に積極的に質問を出して交流できるよう準備しなければならない。それらの作業を主体的に行うこと

のできる学生に受講してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの参加と参加態度(50%)/事前・事後学習会への参加と報告内容(30%)/報告書の作成(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第 1 回事前説明会を、4 月 12日（木）12 時 15 分～13 時 15 分に 1103 教室で開催するので、受講希望者は必ず出席すること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 192 - 

■AC302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC302／史学講義 ２ 

(Lectures on History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地中海世界２ 

担当者名 

（Instructor） 
上野 愼也(UENO SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

履修者が以下の各号を達成することを目指します。 

イ）古典期のアテーナイ社会の姿を理解し、あるいは理解する術を獲得し、古代地中海世界を考える視座を構築する。 

ロ）修辞学生成の一斑を眺め、人文学の根幹をなす修辞の伝統を考える素地を培う。 

ハ）人文学に必須の営みである「読み」を深め、広げる。 

ニ）イソクラテース、プラトーンなどの、古典期アテーナイで活動した言論人について基礎的な知識を蓄え、彼らが取り扱った問題

について、各自が考え、それぞれの学修、研究に活かす途を探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古典期（西紀前五世紀〜前四世紀）のアテーナイではことばの使い方と限界、可能性が追究されました。なぜでしょうか。その背

景、力学、所産を検討しながら、ポリス社会の在り方を考えていきましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論 

2. 古代ギリシア史の概略を説明します。 

3. 古典期のアテーナイの文芸について説明します。 

4. 古典期のアテーナイにおける orality と literacyについて考えます。 

5. ソピスタイについて議論します。 

6. イソクラテース『ソピスタイ駁論』を分析します。 

7. プラトーン『ゴルギアース』を分析します。 

8. イソクラテース『ブーシーリス』を分析します。 

9. プラトーン『クリティアース』を分析します。 

10. プラトーン『パイドロス』を分析します。 

11. イソクラテース『パナテーナイコス』を分析します。 

12. これまでの分析を総覧し、あるいは進度が遅れている場合には調整を行います。 

13. 文字、書写言語、言説について考えます。 

14. 言語と空間の聯動について検討し、講義全体の総括を行います。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

イ）摘要（ハンドアウト）で紹介する参考文献は興味、関心に従って繙くこと。 

ロ）各回の講義で取り上げる古代ギリシアの作物（の翻訳）は事前に目を通しておくこと。 

ハ）それを講義の後にも繰り返し検め、講義の内容を批判し、また各自の読みを深めること。 

 

※講義の内容を理解することと並んで、読み方と読みを錬磨することが重要です。心に牢記して研究に勤しんで下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 浦野聡、2017、『古代地中海の聖域と社会』、勉誠出版 (ISBN:4585221670) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小池澄夫、1998、『イソクラテス弁論集<1>』（西洋古典叢書）、京都大学学術出版会 (ISBN:4876981159) 

2. 小池澄夫、2002、『イソクラテス弁論集<2>』（西洋古典叢書）、京都大学学術出版会 (ISBN:487698137X) 

3. 岸見一郎、2015、『プラトン ティマイオス/クリティアス』、白澤社 (ISBN:4768479596) 

4. 種山恭子/田之頭安彦、1975、『プラトン全集<12> ティマイオス・クリティアス』、岩波書店 (ISBN:4000904221) 

5. プラトン（加来彰俊）、1967、『ゴルギアス』（岩波文庫）、岩波書店 (ISBN:4003360125) 

6. プラトン（藤澤令夫）、1967、『パイドロス』（岩波文庫）、岩波書店 (ISBN:400336015X) 
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授業時配付の摘要で随時紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

イ）教員が一方的に講義します。 

ロ）板書なし。 

ハ）パワーポイントなし。 

ニ）摘要（ハンドアウト）あり。 

ホ）「アクティヴラーニング」なし（但し学生は授業外に各自でアクティヴに自学自習すること）。 

ヘ）評価対象外のリアクションペイパは毎回歓迎します（次回授業冒頭に教員が口頭で応答）。 

ト）哲学（史）の授業ではありません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC304／史学講義 ４ 

(Lectures on History 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代ヨーロッパ２ 

担当者名 

（Instructor） 
湯上 良(YUGAMI RYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヴェネツィアの歴史を軸として、周辺地域とのかかわりも理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、「水の都」として知られるヴェネツィアについて中世以前から現代までの歴史を基軸に据えながら、ヨーロッパ諸国や

イスラーム圏などのヴェネツィアの周辺地域とのかかわりを含めて、その魅力と意義について扱う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヴェネツィアにまつわる神話 

3. ローマ帝国とヴェネツィア 

4. 周辺地域と「独立」 

5. 海の国家－ヨーロッパとイスラームの狭間で 

6. 複雑な統治機構 

7. 陸の国家へ 

8. ヴェネツィア社会と文化 

9. ローマとヴェネツィア－日本とのかかわり 

10. ヨーロッパとヴェネツィア 

11. 近世後期のヴェネツィア 

12. フランス・オーストリア時代 

13. 近代のヴェネツィア－日本とのかかわり 

14. 現代のヴェネツィア 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて授業中に伝達する。歴史的な思考を養うにあたり、以下のいずれかの文献を事前に通読しておくことが望ましい。 

・マルク・ブロック、松村剛 (訳)『新版 歴史のための弁明 ― 歴史家の仕事』岩波書店、2004 年。 

・ E.H. カー、清水幾太郎 (訳)『歴史とは何か』岩波書店、1962年。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 永井三明、2004、『ヴェネツィアの歴史―共和国の残照』、刀水書房 (ISBN:978-4887082854) 

 

参考文献（Readings） 

1. ウィリアム.H・マクニール 、清水廣一郎 (訳)、2013、『ヴェネツィア 東西ヨーロッパのかなめ 1081-1797』、講談社 (ISBN:978-

4062921923) 

2. 陣内秀信、1992、『ヴェネツィア 水上の迷宮都市』、講談社 (ISBN:978-4061491113) 

3. ルカ・コルフェライ 、中山悦子 (訳)、2001、『図説 ヴェネツィア―「水の都」歴史散歩』、河出書房新社 (ISBN:978-

4309760056) 

ヴェネツィアとその歴史を理解する上で基礎的な文献のみを挙げておく。その他、授業中に適宜紹介する。授業内では、日本語

で読める文献以外の内容も取り扱う（ただし、外国語文献の読解までは求めない）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC305／史学講義 ５ 

(Lectures on History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代ヨーロッパ１ 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代イギリスにおける精神医療と専門職に関する歴史的な理解を深め、近現代の西洋世界ならびに日本における精神医療の

ありかたについて、一定のリテラシーを獲得すること。   

 

授業の内容（Course Contents） 

ミシェル・フーコー『狂気の歴史』以来、精神医療の歴史は、近現代西洋世界を見とおす上での重要な論点となってきた。この授

業では、西洋世界における精神医療の歴史の概略を示し、そのうえで近現代イギリスの精神医療史を専門職、すなわち精神科

医という視点から論じてゆく。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション   

2. 古代ヨーロッパにおける精神医療 

3. 中世ヨーロッパにおける精神医療 

4. 近世ヨーロッパにおける精神医療 

5. 近代イギリスにおける精神医療（１）19 世紀前半 

6. 近代イギリスにおける精神医療（２）19 世紀後半 

7. 精神医療と専門職（１）専門職の社会学 

8. 精神医療と専門職（２）1890 年狂気法の成立 

9. 精神医療と専門職（３）早期治療言説の展開   

10. 精神医療と専門職（４）第一次世界大戦と戦争神経症 

11. 精神医療と専門職（５）精神科医の職階構造 

12. 精神医療と専門職（６）精神病院という世界 

13. 精神医療と専門職（７）専門職間競争  

14. 精神医療と専門職（８）精神医療と宗教 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義時に指定した文献による予習復習。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 高林陽展、2017、『精神医療、脱施設化の起源』、みすず書房 (ISBN:978-4622085959) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC307／史学講義 ７ 

(Lectures on History 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバルヒストリー 

担当者名 

（Instructor） 
諫早 庸一(ISAHAYA YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学の新潮流であるグローバル・ヒストリーについて学ぶことで、日本史/東洋史/西洋史の区分にとらわれることなく、世界の

「つながり」から歴史を再構築する思考を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは戦後日本の歴史研究・教育を基礎づけた日本史/東洋史/西洋史の三区分の成立背景とその問題点、ならびにそれを克

服する可能性を持つ「新しい世界史」であるグローバル・ヒストリーについて概観します。その上で世界の「つながり」を重視するグ

ローバル・ヒストリーの代表作品を、〈世界システム〉〈海域史〉〈人類史〉〈環境史〉といったトピックごとに取り上げ、解説していきま

す。こうした知識を基に、講義の仕上げとして、「新しい世界史」のデザインを試みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：まずは出席者の所属や関心を確認したうえで、グローバル・ヒストリーについて概説し、この講義をどの

ように進めていくのか、その概要を述べます。 

2. グローバル・ヒストリー概論：グローバル・ヒストリーがいかなる文脈から現れ、いかなる意義を有しているのか、日本の歴史

学研究・教育の状況も踏まえて概説します。 

3. 世界システム（1）：グローバル・ヒストリーの嚆矢となった〈世界システム〉を、ウォーラーステイン『近代世界システム』を基に

説明します。 

4. 世界システム（2）：ウォーラーステインが近代ヨーロッパをシステムの中心に据えたのに対し、前近代アフロ・ユーラシアの

〈世界システム〉を描いたアブー＝ルゴドの議論を解説します。 

5. ヨーロッパとアジア（1）：先の〈世界システム〉において提示された、主導するヨーロッパと組み込まれるアジアという見方を覆

したフランク『リオリエント』について解説します。 

6. ヨーロッパとアジア（2）：ヨーロッパとアジアに決定的な格差が生じたのはやっと 18 世紀後半以降のことであり、その原因も

内的な要因には拠らないとしたポメランツ『大分岐』を解説します。 

7. 周縁を問う（1）：〈ヨーロッパとアジア〉のような既存の地理的区分に拠らず、ユーラシア草原の遊牧民から世界史を展開さ

せた杉山『遊牧民から見た世界史』を紹介します。 

8. 周縁を問う（2）：帝国や国民国家といった政治体の単位からは捉えることのできない東南アジア地域の山岳民から世界史を

論じたスコット『ゾミア』を取り上げます。 

9. 海域史（1）：地中海という海がつなぐ歴史を、複数の時間軸の組み合わせのなかで描き、後のグローバル・ヒストリー研究

に大きな影響を与えたブローデル『地中海』を解説します。 

10. 海域史（2）：陸上中心の史観を覆し、インド洋海域世界という舞台を中心に構成されるネットワークから世界史の論じ方を示

した家島『海が創る文明』を解説します。 

11. 人類史：空間だけでなく時間の幅をも広く取り、人類の先史から未来までを広く扱った〈人類史〉であるハラリ『サピエンス全

史』を取り上げます。 

12. 環境史：人類史を生態環境との結びつきのなかで探求する〈環境史〉を、その代表作であるダイヤモンド『銃・病原菌・鉄』を

題材に考えていきます。 

13. 「新しい世界史」をデザインする（1）：グローバル・ヒストリーの意義やその代表作についてのこれまでの議論を前提に、「新

しい世界史」のデザインの例を提示します。 

14. 「新しい世界史」をデザインする（2）：これまでの講義を踏まえ、出席者と「新しい世界史」のデザイン案を考えていきます。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介するグローバル・ヒストリー関係の文献を自分の興味に応じて読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

2018 年 3 月 19 日誤記訂正【修正前】学期末のレポートで評価します。テーマについては「その他」欄を参照してください。【修正

後】学期末のレポートで評価します。レポート試験の課題は、講義のなかで発表する予定です。（履修要項に記載の「試験方法の

発表」も確認すること） 
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テキスト（Textbooks） 

1. 水島司、2010、『グローバル・ヒストリー入門』、山川出版社 (ISBN:978-4-634-34965-0) 

テキストは授業で直接用いるものではありませんが、グローバル・ヒストリーについて簡便にまとめられたものであり、講義の期間

中に一読することを強く推奨します。 

 

参考文献（Readings） 

1. パトリック・マニング、2016、『世界史をナビゲートする: 地球大の歴史を求めて』、彩流社 (978-4-7791-2217-0 C0022) 

2. 羽田正、2011、『新しい世界史へ: 地球市民のための構想』、岩波書店 (ISBN:9784004313397) 

3. ポメランツ、2015、『大分岐: 中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成』、名古屋大学出版会 (ISBN:978-4-8158-0808-2) 

4. 杉山正明、1997、『遊牧民から見た世界史: 民族も国境もこえて』、日本経済新聞社 (ISBN:978-4-532-16229-0) 

5. ユヴァル・ノア・ハラリ、2016、『サピエンス全史: 文明の構造と人類の幸福（上）』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-22671-2) 

6. ユヴァル・ノア・ハラリ、2016、『サピエンス全史: 文明の構造と人類の幸福（下）』、河出書房新社 (ISBN:978-4-309-22672-9) 

7. ジャレド・ダイアモンド、2012、『銃・病原菌・鉄: 1 万 3000 年にわたる人類史の謎』、草思社 (ISBN:978-4794218780) 

ここに挙げた文献以外でも、授業で紹介したもので特に興味を引かれたものを読んでみて下さい。最終レポートを仕上げる際に

役に立つと思います。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC310／史学講義 １０ 

(Lectures on History 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代東アジア・ユーラシア２ 

担当者名 

（Instructor） 
福島 恵(FUKUSHIMA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の研究によって再構成された前近代の東アジア・ユーラシアの歴史について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで東アジア・ユーラシアの歴史は、歴代の中華王朝を中心に描かれてきました。ただし近年の研究では、その中華王朝の

歴史もユーラシア全体の視点がなくては正しく捉えられないとされています。そこで本講義では、前近代にシルクロードの交易の

中心を担うことでユーラシアの東西を結び、東アジア世界にも多大な影響を及ぼしたソグド人の活動を通して、東アジア・ユーラシ

アの歴史を改めて紐解きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方：イントロダクション 

2. 中央ユーラシアの地理とシルクロード 

3. 玄奘三蔵のシルクロード紀行（１） 

4. 玄奘三蔵のシルクロード紀行（２） 

5. シルクロード交易とソグド人（１） 

6. シルクロード交易とソグド人（２） 

7. シルクロード交易とソグド人（３） 

8. 新出土資料の発見とその研究（１） 

9. 新出土資料の発見とその研究（２） 

10. 新出土資料の発見とその研究（３） 

11. ソグド人の東方活動（１） 

12. ソグド人の東方活動（２） 

13. ソグド人の東方活動（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布したプリントや参考文献を用いて、授業前は基本的な知識を予習し、授業後は講義の内容を復習する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/毎回のリアクションペーパー(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 福島恵、2017、『東部ユーラシアのソグド人―ソグド人漢文墓誌の研究―』、汲古書院 (ISBN:9784762960390) 

2. 森安孝夫、2016、『興亡の世界史 シルクロードと唐帝国』、講談社 (ISBN:9784062923514) 

3. 森部豊編、2014、『ソグド人と東ユーラシアの文化交渉』、勉誠出版 (ISBN:9784585226413) 

4. 森部豊、2013、『安禄山―「安史の乱」を起こしたソグド軍人―』、山川出版社 (ISBN:9784634350182) 

5. 石見清裕、2009、『唐代の国際関係』、山川出版社 (ISBN:9784634349353) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

配布プリント・映像資料を使用した講義形式。 

出席者に応じて、授業計画が変更になる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC311／史学講義 １１ 

(Lectures on History 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
前近代における法と国家 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真実(HAMAMOTO MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キエフ時代以降 18 世紀までのロシアの社会の変容を、法制度や国制の変化を軸として理解する。また、この時期にロシアが経

験したモンゴル帝国による支配と、その後のヨーロッパ諸国との緊密な関係が、ロシアの社会と法制度に与えた影響を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、ロシアを例に、前近代の法と社会について考察する。古代ロシアの法典ルースカヤ・プラヴダに焦点をあてつつ、キ

エフ時代のロシアの社会について学んだのち、モンゴル帝国によるロシアの侵略とモンゴル帝国支配下のロシア社会の変化をた

どる。その後、モスクワ大公国によるロシア国家の統一と、18 世紀のロシア帝国の成立までを、1649 年会議法典等、さまざまな

ロシアの法に触れながら解説する。 

 ロシアは古代以来、ヨーロッパ諸国ともアジア草原の遊牧民とも深いつながりを有した国であり、ロシアの社会と法制度には、ロ

シアの東西の国々の影響が刻まれている。本講義では、ヨーロッパ諸国とアジア遊牧民のそれぞれがロシアに与えた影響につい

ても考察し、ロシアがヨーロッパ的側面とアジア的側面を持つ国であること、そして、アジア的側面が 17 世紀後半以降急速に失

われていく過程を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. キエフ国家の形成 

3. キエフ国家の社会とルースカヤ・プラヴダ 

4. モンゴルのロシア侵略 

5. 「タタールのくびき」はあったのか？ 

6. モスクワ大公国の成立 

7. イヴァン 4 世時代のロシア 

8. 動乱時代 

9. ロマノフ朝の成立 

10.  1649 年会議法典からみるロシア社会 

11. 17 世紀のロシア国家と周辺世界 

12. 17 世紀後半のロシアのヨーロッパ化 

13. ピョートル 1 世のロシア 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ロシア史の概説書を読み、ロシア史の流れをつかんでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/受講態度(30%) 

評価は基本的に筆記試験に基づくが、判断材料として、出席を考慮に入れることがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。講義時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて講義時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席者に応じて、授業計画が変更になる場合がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC314／史学講義 １４ 

(Lectures on History 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代東アジア・ユーラシア２ 

担当者名 

（Instructor） 
平野 聡(HIRANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多様性と活力にあふれながら、同時に宗教・文化的な対立を随所にはらんでいるアジア諸地域のありようについて、単に「多様」

と表現するにとどまらず、仏教・儒学・イスラーム・キリスト教（そして時間があれば日本国学と神道）がどのような文脈で根付き、

「他者」に対してどのような視点を持っているのかを理解できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 いま一般的にいう宗教 Religion は、西洋における教会権力の衰退と近代国家の成立、そして個人の独立自尊という流れの中

で、権力とは切り離された個人の内面における自由の問題として捉えられている。だからこそ、立憲主義的な政治を行っている国

家の多くでは、宗教信仰の自由が明記されるとともに、政教分離という原則のもと、それぞれの宗教が文化相対主義的な発想の

もとで尊重されるようになっている。 

 しかし現実には、このような見方はあくまで近代的な歴史学・憲法学・政治学を学んで、他者が他者であることをドライに割り切

れるようになった人間ならではの見方なのかも知れない。実際には所謂先進諸国においても、信仰心と政治的な行為が結びつい

て他者に影響を及ぼそうとする事例や、政治権力の正当化において何らかの信仰心に訴える事例は枚挙に暇がない。米国大統

領の就任宣誓式で聖書に手を当てるのは何故か。公金を支出するインフラ建設において地鎮祭を行うのは何故か？ （憲法学で

は「目的効果説」といって、ある政府・権力なりが宗教と関わるとき、それが特定の宗教を助長して他の宗教を排除するような場合

には違憲であるが、そうでなければ慣習の範囲として合憲と割り切っている）  

 政教分離をうたう国ですら、信仰と権力のあいだに境目を引くことは難しい（人間のあらゆる活動が権力として表現され、歴史に

なって行く以上、それはやむを得ないとも言える）。では他の国はどうか？ 様々な宗教の相互尊重を強く謳うかわりに、国民誰も

が宗教を信仰しなければならないとする国がある。政教分離を厳格に主張する割には、政治的目的の実現のために宗教のあり

方そのものを変えようと作為するという、倒錯も甚だしい国がある。あるいは、そもそも政治と宗教を別物と考える発想すらなく、

両者は混然一体となった社会の規範一般＝「教」ととらえられ、為政者も一般庶民も等しく従うのが当然とされている国や社会が

ある。精霊信仰から世界宗教まで何でもあるが、基本的にはひとつの「教」が国教とされている国がある。あるいはそもそも、超越

的なものを信じること自体が妄想も甚だしいため、現実社会を導く偉大な人格や理論をこそ信仰するべきだとする国もある。 

 そして、「教」に対する感覚が全く異なる人々が接触したとき、うまくすり合わせを出来れば共存が可能であるが、すり合わせに

失敗し、あるいは拒否したとき、そこに紛争が起こる。 

 そこで本講義は、担当者の個人的な専門の範囲内という限界はあるものの、アジア諸地域に根付いた様々な「教」の政治社会

史を比較検討することを通じて、学生の皆さんが混沌ながらも多様性あふれるアジアとその歴史を深く掘り下げる参考にして頂く

ことを目指している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アジアにおける「教」と政治社会 

2. 「理性」的なものの見方・儒学と国家 

3. 儒学的社会の弊害 

4. 日本国学の成立と儒学 

5. 沖縄＝琉球の信仰と王権 

6. 朝鮮王朝と朱子学 

7. 「信仰・信念」としての中国・朝鮮一党支配体制 

8. 仏教的な国家像とは何か 

9. チベット仏教の発展・活仏制度とチベット・モンゴル史の連動 

10. チベット仏教と清 

11. 近代化とチベット仏教社会……モンゴル・チベットの苦難 

12. イスラームと中国社会・内陸アジア 

13. 近現代の新疆＝東トルキスタン問題……文明の衝突？ 

14. 時間調整日（授業を行い遅れを吸収します） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回レジュメ・資料を配付しますが、分量的にいって講義で扱いきれるわけではなく、講義でポイントを説明したうえで、ご自宅で

配付資料を読んで頂き、一層理解を深めてもらうことになります。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に教科書を指定しません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野 聡、2018、『大清帝国と中華の混迷 (興亡の世界史 17)』、講談社 

2. 平野 聡、2014、『「反日」中国の文明史』、筑摩書房 

3. 渡辺浩、2010、『日本政治思想史』、東京大学出版会 

4. 石井米雄、1975、『上座部仏教の政治社会学』、創文社 

5. 中国ムスリム研究会 (編)、2012、『中国のムスリムを知るための 60 章』、明石書店 

6. 武田幸男 (編)、2000、『朝鮮史』、山川出版社 

参考文献は他に毎回紹介して行く予定です。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC315／史学講義 １５ 

(Lectures on History 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア海域１ 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国家・王朝断代史になりがちになってしまう東西ユーラシアの歴史を、東方アジア海域（南シナ海・東シナ海海域）、インド洋海域、

地中海海域という異なる海域世界の連鎖と交流という視点から捉えなおし、「隔てる」と同時に「結びつける」という海域世界が果

たした役割を考慮しつつ、東西ユーラシアの「歴史」を広域的・多元的な視点から柔軟に捉えられるようになること。 

また、文化や価値観が異なると同時に同じ環境や社会を共有する「広域文化圏」「広域社会」という視点から現在の自分が置か

れた環境や社会について考えてみてください。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東アジア海域から地中海東海域に及ぶ広義の「インド洋海域世界」或いは「海域アジア世界」は古来からアジア世界、イスラーム

世界、地中海世界を結ぶ要であり、東西ユーラシアを結ぶ「海の道」でした。また、大きな海域世界はよりミクロな海域世界が重層

的に連鎖して形成され、様々な次元の文化圏が交わる境域世界でもありました。本講義ではインド洋東海域世界・両シナ海海域

世界（＝東部アジア海域世界）およびインド洋西海域世界～地中海海域世界の成り立ちと歴史的展開、その構成要素となる各海

域世界の交流について解説をおこないます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論：海域アジア世界とは 

2. イスラーム以前のインド洋西海域～東地中海世界１ 

3. イスラーム以前のインド洋西海域～東地中海世界２ 

4. イスラームの成立と海域アジア世界 

5. ペルシャ湾・紅海の港市王国と覇権国家（帝国） 

6. 中国沿海地域における港湾都市の発展 

7. 漢人の海域アジア進出とコミュニティ形成 

8. 海域アジアからみた東南アジア１：領域国家と南海貿易 

9. 海域アジアからみた東南アジア２：港市王国の形成と展開 

10. 海域アジアの祈りのかたち１：イスラーム・地中海世界の海上信仰 

11. 海域アジアの祈りのかたち２：東部海域アジアの海上信仰 

12. 海域アジアにおけるモノの流通１：銀と馬貿易 

13. 海域アジアにおけるモノの流通２：陶瓷の路 

14. 海域アジアからみた琉球 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

それぞれの回の講義に関する参考文献を読んだり、関連する報道などを調べたりしてみてください。参考文献については、シラバ

スで挙げたものの他に講義内で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 四日市康博、2008、『モノから見た海域アジア史』、九州大学出版会 (ISBN:9784873789668) 

2. 家島彦一、1993、『海が創る文明：インド洋海域世界の歴史』、朝日新聞出版社 (ISBN:4022566019) 

3. 家島彦一、2007、『海域から見た歴史：インド洋と地中海を結ぶ交流史』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815805342) 

4. 桃木至朗ほか（編）、2008、『海域アジア史研究入門』、岩波書店 (ISBN:9784000224840) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC317／史学講義 １７ 

(Lectures on History 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界大戦とヨーロッパ 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 修治(OZAKI SYUUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀の世界の形成に大きな影響をおよぼした世界大戦の時代を、歴史的に考察することを通じて、現代社会のありかたを考

える視座をえること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパにおける二度の大戦争、第一次世界大戦と第二次世界大戦はいかにして起こり、どのような帰結をもたらしたのか？

当時のヨーロッパ諸国、その社会の問題について、とくにドイツを中心に学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入―19 世紀末のヨーロッパ社会 

2. 欧州列強の帝国主義 

3. 第一次世界大戦の勃発 

4. 近代戦の衝撃 

5. 総力戦―ドイツの場合 

6. ロシア革命とアメリカ合衆国の参戦 

7. ドイツの敗戦とヴェルサイユ条約 

8. 戦間期の欧米社会 

9. 世界恐慌とナチズムの台頭 

10. ナチ体制の確立 

11. 独裁体制下のひとびと 

12. 第二次世界大戦の勃発 

13. 独ソ戦とホロコースト 

14. 大戦の終結と戦後世界の始まり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で資料プリントを配りますので、授業の前に目を通してください。授業後にはノートの復習の上、とくに興味をもった問

題については図書館で調べてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(90%)/授業に取り組む姿勢(5%)/リアクションペーパー(5%) 

3 分の 2 以上の出席が単位取得の前提です。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくにありません 

 

参考文献（Readings） 

授業中に資料プリントなどで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義を中心とし、毎回配布する資料プリントを通じて歴史のディテールに触れ、時折映像資料も活用します。質問について

はリアクションペーパーに書いてもらい、可能な限りフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC322／史学講義 ２２ 

(Lectures on History 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マイノリティと境界 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀における二つの世界大戦の主要舞台となるなど、世界史上の重要地域でありながら、わが国においてはあまり紹介され

ることのない中東欧の近現代史について、マイノリティと境界という問題に着目しつつ基本的理解を深めることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、中東欧（現在はチェコ、スロヴァキア、ハンガリー、ポーランド、ウクライナ、旧ユーゴスラヴィア諸国などとなってい

る地域）の近現代史を、講義形式で跡づけていく予定である。ドイツ・ロシアの両大国の間に位置し、言語および宗教の著しい多

様性を特徴とする中東欧地域が、かつて経験し現在なお抱えているマイノリティと境界に関する諸問題を、歴史的に掘り下げてい

きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ポーランドの境界とマイノリティ①：分割期のポーランド・ナショナリズム 

3. ポーランドの境界とマイノリティ②：第 1 次世界大戦期のポーランドとウクライナ 

4. ポーランドの境界とマイノリティ③：独立後のポーランドにおける国境と住民 

5. ハプスブルク帝国におけるナショナリズム運動①：啓蒙専制と愛邦主義 

6. ハプスブルク帝国におけるナショナリズム運動②：近代ナショナリズムの成立と 1848 年革命 

7. ハプスブルク帝国におけるナショナリズム運動③：アウスグライヒ体制下のナショナリズム運動 

8. ハプスブルク帝国におけるナショナリズム運動④：第 1 次世界大戦と帝国の解体 

9. チェコスロヴァキアの境界とマイノリティ①：「国民国家」の成立とマイノリティの発生 

10. チェコスロヴァキアの境界とマイノリティ②：国家の解体と復活 

11. バルカンにおける統合と分裂①：ユーゴスラヴィアの成立 

12. バルカンにおける統合と分裂②：ユーゴ解体とエスニック紛争 

13. 中東欧のユダヤ人①：「包摂／同化」の時代 

14. 中東欧のユダヤ人②：「排除／抹殺」の時代 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回配られるレジュメの内容を復習しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業態度（出席状況、リアクションペーパー）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC323／史学講義 ２３ 

(Lectures on History 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と都市 

担当者名 

（Instructor） 
丸亀 裕司(MARUGAME YUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代ローマの共和政末期から帝政成立期がどのような時代であったか、都市ローマで繰り広げられた政治と、そこで暮らす人々

の政治とのかかわりという側面から理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前 8 世紀に小さな都市として成立したローマは、その後、イタリア半島、地中海世界へとその覇権を確立し、前 2 世紀には地中海

世界全域を支配領域とする「ローマ帝国」の中心地となった。この講義では、帝国の首都とも言える「都市ローマ」で繰り広げられ

た政治的な事件を追いながら、都市ローマが抱えた問題や、そこで生活を営む人々に関連するさまざまなトピックを取り上げ、ロ

ーマの帝政成立の背景を考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 共和政末期までの略史：帝国の首都ローマの誕生 

3. ローマ共和政の政治・統治機構 

4. グラックス兄弟：「ポプラレス」（populares）と都市民 

5. マリウスの時代：ポプラレスと市民権 

6. スッラとその影響：ポプラレスへの締めつけ 

7. 偉大なるポンペイウス：都市ローマの食糧事情 

8. 公職と名誉を求めて①：公職選挙と選挙運動 

9. 公職と名誉を求めて②：公職選挙と選挙買収 

10. カエサル：市民の人気と政治家 

11. クロディウス：「都市ローマ」という社会 

12. 独裁官カエサルとオクタウィアヌス：内乱の時代の都市ローマ 

13. アウグストゥス：帝政成立期の都市ローマ 

14. まとめ：ローマ帝政の成立と都市ローマ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前回授業のノートや配布プリントを見直してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパー（出席）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

配布プリントにて適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC325／史学講義 ２５ 

(Lectures on History 25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
信仰と知の歴史１ 

担当者名 

（Instructor） 
梶原 洋一(KAJIWARA YOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ中世において学問活動、教育システムがどのように発達し、それらが社会のなかでどのような位置付けを与えられたか

を、長期的視点に立って理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

しばしば （誤って！）「暗黒時代」などと呼ばれるヨーロッパ中世は、実は豊潤な学問文化が誕生し、成長した時代だった。事実、

カール大帝治下の学芸復興、12 世紀における翻訳運動など、いくつもの「ルネサンス」（文化刷新）の学的成果が、ラテン語という

共通の文章語に助けられてヨーロッパ全域に広がり、政治的・文化的な境界を越えて知識人たちの交流を活発化させた。その一

つの到達点こそ、今日にまでつながる大学制度の誕生にほかならない。このような中世の文化的環境にあって、社会は教養や学

問的営為にどんな価値を認めていたのか。知識人たちはいかに社会にはたらきかけたのか。反対に、中世社会の文化的・宗教

的な規範は学問にいかなる限界を突きつけたのか。そして、学問と社会の関係は、時代の移り変わりにつれどのように変化した

のか。本講義ではこれらの問いを、同時代の史料や思想的テクスト・文学作品を検討しつつ、さらに美術・映像作品なども利用し

ながら考えたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ中世とはどんな時代か 

3. 中世初期における教養の状況 

4. カロリングルネサンスとその余波 

5. 12 世紀ルネサンス①ー翻訳活動の活発化 

6. 12 世紀ルネサンス②ー諸学校の勃興 

7. 大学の誕生 

8. 大学の拡大 

9. 大学における学問と方法 

10. 書物の役割 

11. 学生生活 

12. 大学人と社会 

13. 多様な教育の場 

14. まとめー中世社会と教養 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ノートを見直すとともに、授業中に示した関連書籍などを利用しつつ、当該テーマについての理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出欠確認を兼ねたリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャック・ルゴフ、1977、『中世の知識人』、岩波新書 (ISBN:978-4-00-420030-7) 

2. 横尾壮英、1992、『中世大学都市への旅』、朝日選書 (ISBN:4022595531) 

3. ジャック・ヴェルジェ、2004、『ヨーロッパ中世末期の学識者』、創文社 (ISBN:4423460572) 

4. ジャック・ヴェルジェ、1979、『中世の大学』、みすず書房 (ISBN:4622005840) 

5. 伊東俊太郎、2006、『十二世紀ルネサンス』、講談社学術文庫 (ISBN:4061597809) 

6. ジャック・ヴェルジェ、2001、『入門十二世紀ルネサンス』、創元社 (ISBN:4423460513) 

7. ウンベルト・エーコ、1990、『薔薇の名前』、東京創元社 (ISBN:4488013511) 

その他参考文献は講義中に随時紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC327／史学講義 ２７ 

(Lectures on History 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本とアジア１ 

担当者名 

（Instructor） 
河内 春人(KOUCHI HARUHITO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代、特に律令国家の成立からその崩壊までの日朝関係を学ぶ。受講生は国際交流における相互理解の土台となる歴史につ

いて学び、東アジアにおける日朝関係の意義について理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代の日本と朝鮮は中国からの影響を受けながら中央集権的な国家を形成し、東アジアの歴史を構成してきた。日本・新羅・渤

海はそれぞれどのような国際関係を構築したのか、テキストの内容について具体的な史料によって肉付けしながら講義する。な

お、日朝関係には中国の動向が強く影響しており、中国との関係についても見渡すことで重層的な国際関係のありようについて

取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代の日朝関係の歴史的前提 

2. 新羅の半島統一と倭国 

3. 律令国家の形成 

4. 渤海の建国 

5. 日本の成立 

6. 東アジア諸国の帝国秩序 

7. 外交関係と歴史意識 

8. 日本と新羅の対立 

9. 安氏の乱と「新羅征討」計画 

10. 東アジア諸国の中国化とその破綻 

11. 外交の衰退とその代行 

12. 海域交流の活発化 

13. 海賊の出現 

14. 古代東アジアの変化と崩壊 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの該当箇所を事前に読んで内容をふまえておくこと。疑問点などがあれば事前に整理して、授業時にリアクションペーパ

ーにその旨を書くようにしてほしい。 

また、授業時に配布した資料について復習し、次の授業準備をするのが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/リアクションペーパーへの記入(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 関周一編、2017、『日朝関係史』、吉川弘文館 

その他、関連史料は授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC329／史学講義 ２９ 

(Lectures on History 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
律令制国家論１ 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

律令国家形成の起点とされてきた古典的な大化改新像を再点検し、新たな古代史像の構築をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

7 世紀半ば、孝徳朝の変革（大化改新）が律令制導入の出発点になったとする理解はもはや成り立たない。その時、いったい何

が成し遂げられたのかについて理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（問題の所在、参考文献など） 

2. 乙巳の変前史（１） 

3. 乙巳の変前史（２） 

4. 乙巳の変と孝徳政権（１） 

5. 乙巳の変と孝徳政権（２） 

6. 狭義の「改新之詔」解読（１） 

7. 狭義の「改新之詔」解読（２） 

8. 狭義の「改新之詔」解読（３） 

9. 広義の「改新之詔」解読（１） 

10. 広義の「改新之詔」解読（２） 

11. 広義の「改新之詔」解読（３） 

12. 広義の「改新之詔」解読（４） 

13. 大化改新の史的位相（１） 

14. 大化改新の史的位相（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特に指定しないが、７世紀史（飛鳥時代史）をテーマにした概説書を読んでおくように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/小レポート(20%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 遠山 美都男、2013、『大化改新と蘇我氏』、吉川弘文館 (ISBN:ISBN978-4-642-06447-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 市 大樹、2012、『飛鳥の木簡』、中央公論社 

2. 吉川 真司、2011、『飛鳥の都』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC331／史学講義 ３１ 

(Lectures on History 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本史論１ 

担当者名 

（Instructor） 
三枝 暁子(MIEDA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、日本中世の京都に成立した商工業者の家とこれをとりまく地域社会の歴史について理解を深めることを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

京都・西之京に現代ものこる、「神人（じにん）」とよばれる旧商工業者集団の家の歴史をたどりながら、祭礼と商工業との関係、

あるいは地域社会における旧家の位置づけ等について、講義する。祭礼や神事の様子など、画像を適宜提示しながら授業を進

めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入～ずいきみこしの紹介 

2. 「西之京」の歴史と「神人」その１ 

3. 「西之京」の歴史と「神人」その２ 

4. 「西之京」の歴史と「神人」その３ 

5. 「神職」としての神人 その１ 

6. 「神職」としての神人 その２ 

7. 「神職」としての神人 その３ 

8. 神人と「家」 その１ 

9. 神人と「家」 その２ 

10. 神人と「家」その３ 

11. 地域社会における神事と祭礼 その１ 

12. 地域社会における神事と祭礼 その２ 

13. 地域社会における神事と祭礼  その３ 

14. おわりに～「神人」の歴史から見えてくるもの 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントシートへの記入（出席票を兼ねる）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 三枝暁子（写真：西村豊）、2014 年、『京都 天神をまつる人々ーずいきみこしと西之京』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-025991-

0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レジュメを配布のうえ授業を行うが、随時、視覚教材を用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC334／史学講義 ３４ 

(Lectures on History 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世国家と民衆 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 雄太(TANIGUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本列島社会の地域的多様性について理解を深める。 

・中世の東国を舞台として、そこに生きた人々について知識を身に付ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世には「二つの旋律」が流れている。「集権性・求心性」と「分権性・多元性」である。本講義では後者に注目して、日本列島社

会の地域的多様性を眺めたい。中でも今回とりあげるのは、東国（東日本）、特に、鎌倉幕府崩壊から江戸幕府成立までの時期

（中世後期）の東国である。当該期の東国は、近年急速に研究が深化し、いま最も熱い分野の一つである。最新の成果に基づ

き、西国（西日本）とは異なる東国の姿を、人々の動きを中心に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（日本史と東国史） 

2. 鎌倉末～南北朝期の東国政治史（北条氏の滅亡と足利氏の鎌倉入部） 

3. 室町期の東国政治史①（鎌倉府の成立） 

4. 室町期の東国政治史②（鎌倉府の展開） 

5. 室町期の東国政治史③（鎌倉府の崩壊） 

6. 戦国期の東国政治史①（享徳の大乱） 

7. 戦国期の東国政治史②（公方と管領） 

8. 戦国期の東国政治史③（大名と国衆） 

9. 戦国末～江戸初期の東国政治史（後北条氏の滅亡と徳川氏の江戸入部） 

10. 中世の東国社会史①（首都・鎌倉） 

11. 中世の東国社会史②（寺社と宗教） 

12. 中世の東国社会史③（都市的な場） 

13. 中世の東国社会史④（有徳人たち） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

鎌倉・品川など各地の史跡や博物館等へ積極的に赴いてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーなど(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井進、1991、『中世社会論（同『中世史を考える -社会論・史料論・都市論- 』所収）』、校倉書房 (ISBN:9784751721100) 

2. 網野善彦、1998、『東と西の語る日本の歴史』、講談社 (ISBN:9784061593435) 

3. 赤坂憲雄、2000、『東西／南北考 -いくつもの日本へ-』、岩波書店 (ISBN:9784004307006) 

4. 池享・鈴木哲雄企画編集委員、2012～2013、『動乱の東国史（全７巻）』、吉川弘文館 

5. 田辺久子、2002、『関東公方足利氏四代 -基氏・氏満・満兼・持氏-』、吉川弘文館 (ISBN:9784642077897) 

6. 黒田基樹、2017、『関東戦国史 -北条 VS上杉 55 年戦争の真実-』、KADOKAWA (ISBN:9784044001896) 

7. 岡野友彦、1999、『家康はなぜ江戸を選んだか』、教育出版 (ISBN:9784316357508) 

その他、講義中に適宜指摘する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義形式を中心に、質疑応答も適宜行う。 
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注意事項（Notice） 
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■AC335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC335／史学講義 ３５ 

(Lectures on History 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本史論 

担当者名 

（Instructor） 
小関 悠一郎(KOSEKI YUICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸時代の学問・政治のあり方を理解し、近世の東アジア世界や他の時代を視野に、その特色について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、学問・知識と政治との関係という視点によって、近世日本の政治史をどのように描くことができるか考えてみたい。考

察にあったっては、18 世紀後半に行われた米沢藩の政治改革を軸として、江戸時代の政治規範や理念の特徴、それを支える学

問のあり方を理解する。その上で幕藩政治改革をはじめとする政治動向の特色や歴史的意義について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―近世の〈改革〉と〈明君〉 

2. 近世における政治規範の特色①―仁政徳治と法治主義 

3. 近世における政治規範の特色②―仁政とはなにか 

4. 近世の政治と学問・知識①―政治改革と儒学 

5. 近世の政治と学問・知識②―儒学と兵学 

6. 近世の政治と学問・知識③―「徂徠学」と「折衷学」 

7. 18 世紀の政治と社会①―社会の変動と政治規範の動揺 

8. 18 世紀の政治と社会②―幕府・諸藩と民間社会 

9. 18 世紀の政治と社会③―明君への期待 

10. 近世中後期の政治改革①―改革の担い手 

11. 近世中後期の政治改革②―政策の焦点（風俗と教化） 

12. 近世中後期の政治改革③―政策の焦点（富国と国益） 

13. 近世中後期の政治改革④―朝廷と幕府諸藩、対外関係の枠組み 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定文献を予め読んできてもらう。適宜、課題・レポートを課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントカード兼出席票(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小関悠一郎、2012、『〈明君〉の近世―学問・知識と藩政改革』、吉川弘文館 

2. 小関悠一郎、2016、『上杉鷹山と米沢』、吉川弘文館 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC338／史学講義 ３８ 

(Lectures on History 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本社会史論１ 

担当者名 

（Instructor） 
牧原 成征(MAKIHARA SHIGEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな近世史料を読み、現代社会との違い（や類似）に留意しつつ、江戸の身分社会の実態に迫る。あわせて、私たちが暮ら

す東京という都市の成り立ちを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近世最大の城下町江戸は、身分によって分節化された複雑な社会構造をもつ。しかし、度重なる火災・震災・戦災や人々の

流動性の高さゆえに、史料の残存は限られている。では、江戸の人びとのありように迫るには、どのような史料を、どのように活

用すればよいだろうか。この授業では、実際の史料を読みながら、その方法を紹介・講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 江戸城下の分節構造：武家地・寺社地・町人地 

2. 江戸の絵図を読む１ 

3. 江戸の絵図を読む２ 

4. 旗本とその史料 

5. 寺社とその史料 

6. 町人地と町人の史料 

7. 江戸城と幕府の史料 

8. 御家人の組屋敷と御家人の史料 

9. 幕臣の記録を読む 

10. 幕臣の由緒書を読む 

11. 文人・学者の史料を読む 

12. 幕閣周辺の風聞書を読む 

13. 町人の日記・風聞書を読む 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中にわからなかった基本的な語彙等を自分で調べてください。 

読めなかった史料もできるだけ自分で復習してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

授業実施回数の３分の２以上に出席していない場合は、採点の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

遅刻と途中退席は極力避けてください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC339／史学講義 ３９ 

(Lectures on History 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本史論１ 

担当者名 

（Instructor） 
中野 良(NAKANO RYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年国内外で様々なデジタルアーカイブが整備され、日本近代史の研究環境が大きく変化している。こうした状況を踏まえて、デ

ジタルアーカイブの特性や、デジタルアーカイブを通じて得られるさまざまな史料情報の利用方法、デジタル史料を活用すること

で得られる歴史像・歴史叙述の可能性について、近代日本の軍隊・戦争の歴史を事例に学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業テーマ：デジタルアーカイブ史料から読み解く近代日本の軍隊と戦争 

近年、多様な形式と内容をもつデジタルアーカイブが国内外のさまざまな機関や組織によって整備され、近代史史料の利用環境

は大きく変化している。近代史を研究する上で、デジタルアーカイブを使いこなすことは重要な課題と言える。本講義では、近代史

料の代表的なデジタルアーカイブのひとつであるアジア歴史資料センターを実際に使いながら、以下の２点を学ぶことを目的とす

る。 

１．デジタルアーカイブの目的や機能、デジタルアーカイブで公開される史料情報の特性について習熟し、近代史研究に必要な

デジタルアーカイブを利用するための知識と技術を身につける。 

２．デジタルアーカイブで公開されている史料を実際に読みながら、近代日本の軍隊と戦争の歴史を読み解いていく。デジタル史

料を通じて歴史像を組み立てていくプロセスを通じて、デジタルアーカイブを活用した歴史研究や歴史叙述の可能性について考

える。 

デジタルアーカイブの事例としてはおもにアジア歴史資料センターを取り上げるが、必要に応じてそれ以外のデジタルアーカイブ

についても取り上げる。 

なお、授業計画に示した内容構成はあくまで予定であり、受講生の予備知識や理解度などに応じて変更する場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. デジタルアーカイブとはなにか 

2. 歴史史料とデジタルアーカイブ 

3. アジア歴史資料センターの目的と特徴 

4. デジタルアーカイブ史料から読み解く明治の軍隊・戦争① 

5. デジタルアーカイブ史料から読み解く明治の軍隊・戦争② 

6. デジタルアーカイブ史料から読み解く明治の軍隊・戦争③ 

7. デジタルアーカイブ史料から読み解く大正の軍隊・戦争① 

8. デジタルアーカイブ史料から読み解く大正の軍隊・戦争② 

9. デジタルアーカイブ史料から読み解く昭和の軍隊・戦争① 

10. デジタルアーカイブ史料から読み解く昭和の軍隊・戦争② 

11. デジタルアーカイブ史料から読み解く昭和の軍隊・戦争③ 

12. デジタルアーカイブと地域史、地域史料 

13. 戦後史史料とデジタルアーカイブ 

14. デジタルアーカイブによる歴史研究・歴史叙述の可能性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて、授業時間外にデジタルアーカイブの閲覧等による予習・復習を指示することがあります。自宅や大学などで Web

にアクセスできる環境を、各自で確保してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席状況・受講姿勢(30%) 

リアクションペーパーの提出により出欠確認を行います。リアクションペーパーへの感想・疑問の記入状況を、受講姿勢の判断材

料とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 



 - 217 - 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国立公文書館アジア歴史資料センターＨＰ 

https://www.jacar.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AC341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC341／史学講義 ４１ 

(Lectures on History 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
宮本 正明(MIYAMOTO MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 この授業では、近代日本の歩みを日本の統治領域、特に朝鮮統治との関わりのなかで考察します。「韓国併合」から日本敗戦

に至るまでの日朝関係史の知識とともに、日本による朝鮮統治の時代について様々な側面をふまえて見ていくことにつとめる姿

勢を身につけてもらえればと考えています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「韓国併合」(1910 年)から日本敗戦・朝鮮解放(1945 年)まで、日本が朝鮮を統治していた時期を対象として、その歴史を概観し

ます。「韓国併合」以降の統治政策の変遷（「武断政治」「文化政治」「皇民化政策」）、日本側の朝鮮人認識、日本の統治に対す

る朝鮮人・朝鮮社会の意識・姿勢などを中心にお話しします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション／「朝鮮人」の呼称をめぐって 

2. 日本統治期の法制度における日本（人）・朝鮮（人）の「格差」・Ⅰ 

3. 日本統治期の法制度における日本（人）・朝鮮（人）の「格差」・Ⅱ 

4. 「武断政治」と朝鮮社会・Ⅰ 

5. 「武断政治」と朝鮮社会・Ⅱ 

6. ３・１独立運動の展開 

7. 「文化政治」と朝鮮社会・Ⅰ 

8. 「文化政治」と朝鮮社会・Ⅱ 

9. 日本在留朝鮮人の形成と日本社会・Ⅰ 

10. 日本在留朝鮮人の形成と日本社会・Ⅱ 

11. 朝鮮在留日本人の生活・意識・Ⅰ 

12. 朝鮮在留日本人の生活・意識・Ⅱ 

13. 「皇民化政策」と朝鮮社会・Ⅰ 

14. 「皇民化政策」と朝鮮社会・Ⅱ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考文献を授業の前後にご参照いただければ、予習・復習につながるものと思います。また、発展的な学習に向けての手

がかりとして、授業中に参考文献リストを別途配布いたします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にあたっては当方で用意する史料プリントに即して話を進めます。 

 

参考文献（Readings） 

1. 趙景達(編)、2011 年、『植民地朝鮮―その現実と解放への道』、東京堂出版 (ISBN:ISBN978-4-490-20746-0) 

この他、日本統治期の朝鮮に関する領域別の参考文献リストを授業中に別途配布いたします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の授業計画はあくまでも目安です。実際の授業の進行のなかで変動することもありえます。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 219 - 

■AC344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC344／史学講義 ４４ 

(Lectures on History 44) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代日本と世界 

担当者名 

（Instructor） 
森脇 孝広(MORIWAKI TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本における安全保障と基地問題に関する基本的な事柄を身に付け、グローバル化が進む現代社会における戦争と平和

の問題への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の敗戦から 70 年以上が過ぎた現在、戦争体験や記憶の継承の問題が関心を集めている。一方、2015 年には集団的自衛

権の行使を前提とした〈安全保障〉関連法が成立し、日本の安全保障政策が大きな転換をとげたことで、戦争放棄をうたった日本

国憲法との関係性をめぐる議論が続いている。こうした現状を前に本講義では、戦後日本の安全保障と基地問題にアプローチす

る。日本国憲法と日米安保・自衛隊はどのような関係をもってきたのか、なぜ国内米軍専用施設の約 7 割が沖縄に集中するよう

になったのかなど、日米安保体制と基地問題の現状を考えるうえで必要な素材を提供したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. グローバリゼーションの展開と日本の安全保障 

3. 占領の開始と日本国憲法の制定 

4. 占領政策の転換と再軍備の開始 

5. 講和・安保両条約の調印 

6. 五五年体制の形成と憲法・再軍備 

7. 基地問題の広がり① 

8. 基地問題の広がり② 

9. 安保改定と安保闘争 

10. 戦後保守政治の展開 

11. ベトナム戦争と日韓条約 

12. 沖縄返還と日米安保体制 

13. ポスト冷戦期の日米安保と日本国憲法 

14. 日米安保・基地問題と現代日本の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から新聞やニュースをチェックすることを望む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内に指示したレポート 2 回(80%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にレジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2003～2004 年、『講座 戦争と現代』(全 5 巻)、大月書店 

2. 林博史、2012 年、『米軍基地の歴史』、吉川弘文館 

その他は授業内で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC345／史学講義 ４５ 

(Lectures on History 45) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝統社会史論２ 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本(1945-1995）の都市住民と水・水辺、さらにはそれらの水源となる山野との関係を対象として、都市に生活する人々にと

っての「資源」と「空間」、さらにはそこにみられる「共同性」が、高度成長期以後に大きく変容する点を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では，一都市（静岡県三島市）の事例に即して、人びとの水利用とその変化について講義します。具体的には、（１）

「水」という都市住民の生活に必要不可欠な資源の分配がどのように変容したのを明らかにするとともに、（２）水資源という言葉

では言い尽くすことができない川や水源となる山野の都市住民にとっての「空間」としての性格が、公害などの諸問題の発生のな

かで、どのように変化したかを明らかにします。そして（３）1970 年代以降の生活変化とともに新たな意味を持つに至った都市空

間における水辺空間の再編の歴史的意義（国家の政策及び新自由主義との関係）を明らかにします。 

 これらの内容を通じて，ローカルな一事例に即して歴史を学ぶ意義を論じるとともに、２１世紀の現状を歴史学的に位置づける

意味を学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 授業の進め方と都市の歴史的理解に関して 

2. 高度成長前段階における都市における水資源の分配 

3. 高度成長前段階における都市における水利用と空間 

4. 高度成長期における住民・企業の水資源の分配をめぐる対立と自治体（１） 

5. 高度成長期における住民・企業の水資源の分配をめぐる対立と自治体（２） 

6. 高度成長期〜1970 年代における川や山の維持管理--排水問題 

7. 高度成長期〜1970 年代における川や山の維持管理--新たな開発(1) 

8. 高度成長期〜1970 年代における川や山の維持管理--新たな開発（２） 

9. 1970～90 年代における都市の生活変化と水資源・空間 

10. 1970～90 年代における水辺空間の再編と地域社会・国家（１） 

11. 1970～90 年代における水辺空間の再編と地域社会・国家（２） 

12. 1970～90 年代における水辺空間の再編と地域社会・国家（３） 

13. まとめ 住民にとって都市空間はどのように変容したのか？ 

14. 理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う時期に関する時代背景を予習すること。および授業で扱った内容，レジュメなどに関して復習し，次回の授業に備える

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レポート（2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

その他，適宜授業中に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC348／史学講義 ４８ 

(Lectures on History 48) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦争と平和の歴史２ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世・近代移行期の日朝関係について、その歴史的展開を理解するとともに、他国・他民族と平和的・安定的に交流することと、

相争うことの意味を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世江戸時代の対外関係の枠組みと、対馬藩を中心に平和的・安定的に維持されてきた日朝関係について解説し、それが変質

に向かう状況を確認する。幕末・維新の変動のなかで、日本側と朝鮮側の意識がどのようであったかを踏まえ、「交隣」から「征

韓」への転回について考察する。最後に近代史における日朝関係（「併合」への道）を展望する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、前近代の東アジア国際関係と「鎖国」の見直し 

2. 江戸時代の日朝関係―対馬藩による通交― 

3. 江戸時代の日朝関係の意義とその変質 

4. 対馬易地聘礼と朝鮮進出論 

5. 対馬移封論と大型援助要求運動 

6. 対馬藩による朝鮮進出論提唱 

7. 丙寅洋擾と朝鮮への幕府使節派遣計画 

8. “1867 年ショック” 

9. 新政府の成立と日朝通交刷新の動き 

10. 日朝国交停滞と外務省による日朝外交接収 

11. 西郷隆盛の「征韓論」と明治六年の政変 

12. 江華島事件と日朝修好条規 

13. 壬午・甲申事変と日清戦争 

14. 韓国「併合」への道 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の復習を行うこと。その成果は、次の授業の中で記入する復習確認・考察課題のシートによって確認する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業中に記入するシート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 関周一編、2017 年、『日朝関係史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642083089) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC349／史学講義 ４９ 

(Lectures on History 49) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市と村落 

担当者名 

（Instructor） 
高江洲 昌哉(TAKAESU MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「都市と農村」に関する近現代日本史の流れを扱うことで、本件に関する歴史的理解を深め、研究史の確認、分析視角の習得、

歴史像の豊富化などを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では近現代の「都市と農村」の問題を概観する。ここ数 10 年ほどは都市史が脚光を帯び、農村史に対する関心度が低下

してきた。かかる転回の意義を確認しつつ、受講生各自が講義内容から興味あるテーマを見つけるような内容を試みる。授業

は、研究の原動力となる問題関心を確認するため往還的な構成をとりつつ、本テーマに関する日本近現代史の通史的な流れと

テーマ的な素材を組み込むことで、日本史理解の深化を目指していく。授業の進展と学生の関心によって内容の変更もありうる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに―網野善彦の稲作文化批判と 1980 年代の日本社会 

2. 農本主義思想を考える―近代日本にとっての農村 

3. 農政家柳田国男の「経世済民」と「民俗学」―生活と政治の間で考える 

4. 日本史にとっての農村―「地主制」研究の軌跡 

5. 日本史にとっての都市―「下層民」研究の軌跡 

6. 近代日本の統治原理と農村社会―市制・町村制や名望家問題を事例にして 

7. 地方改良運動と理念としての「日本社会」 

8. 小作問題と移民問題から日本社会を考える 

9. 1920 年代の都市の形成 

10. 軍都の成立と展開 

11. 植民地を事例に「都市と農村」問題を考える 

12. 戦後社会における「都市化」の進展 

13. 1968 年の異議申し立てと抵抗の拠点としての「原日本」 

14. まとめー日本像の把握と利用について考える 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

シラバスで提示した参考文献または授業初回時に配布する文献リストなどを利用て、本講義を理解するのに必要な文献を読んで

授業に臨むように。また、授業を受けて感じた疑問点なども図書館などを利用して自己学習して理解するように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート１(35%)/レポート２(35%)/授業内感想文など(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大島美津子、1977 年、『明治のむら』、教育社 

2. 成田龍一編、1993 年、『近代日本の軌跡９ 都市と民衆』、吉川弘文館 (ISBN:ISBN4-642-07443-0) 

3. 松下孝昭、2013 年、『軍隊を誘致せよ』、吉川弘文館 (ISBN:ISBN978-4-642-05770-7) 

4. 中島岳志、2016 年、『血盟団事件』、文藝春秋社 (ISBN10-4167906201) 

5. 吉川洋、2012 年、『高度成長』、中央公論新社 (ISBN-13-978-4122056336) 

6. 橋谷弘、2004 年、『帝国日本と植民地都市』、吉川弘文館 (ISBN10-4642055746) 

7. 楡周平、2011 年、『骨の記憶』、文藝春秋社 (ISBN:ISBN978-4-16-768902-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC354／史学講義 ５４ 

(Lectures on History 54) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
史料学 

担当者名 

（Instructor） 
橋本 繁(HASHIMOTO SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代朝鮮の金石文、木簡などの出土文字資料について学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、新たな発見が相継いでいる古代朝鮮の金石文、木簡について概観し、それらの史料から政治、社会、文化についてなにが

明らかになっているのかを論じる。単に研究成果を紹介するだけでなく、史料をどのように分析すればよいかを追求する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 古代朝鮮史の概観 

2. 楽浪郡の支配と木簡 

3. 高句麗広開土王碑と東アジア 

4. 高句麗の石碑と守墓人制度 

5. 百済木簡と政治 

6. 金石文からみた百済仏教 

7. 新羅「教事」碑と王権 

8. 新羅真興王巡狩碑と領域拡大 

9. 新羅「築城」碑と地方支配 

10. 新羅「築堤」碑と地方社会 

11. 咸安城山山城木簡の発見 

12. 咸安城山山城木簡と新羅社会 

13. 新羅王京の木簡 

14. まとめ  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に配布した資料について復習する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回のリアクションペーパーの提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜プリントを配布するのでテキストは使用しない 

 

参考文献（Readings） 

授業の進捗にあわせて適宜紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC356／超域文化学講義 ２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化人類学２ 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化人類学の基礎的な考え方を学んだ上で、それを応用して東・南部アフリカの人びとの生活の一端を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は文化人類学の基礎的な考え方を紹介し、現代日本にすむ我々の生活に引き比べて考察を試みる。後半は東・南部アフリ

カに住む人々の生活を、写真資料を多用しながら示す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 人間と文化 

3. 文化人類学の考え方 １ 

4. 文化人類学の考え方 ２ 

5. 文化人類学から見る人生  生と死 

6. 文化人類学からみる人生  価値観 

7. 文化人類学からみる人生  社会 

8. タンザニア概説 

9. ニャキュウサ人の生活 １ 

10. ニャキュウサ人の生活 ２ 

11. タンザニアと隣国 １ 

12. タンザニアと隣国 ２ 

13. 東・南部アフリカと東南アジア ２ 

14. 東・南部アフリカと東南アジア ２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に参考書、小説、映画、現代社会の諸問題について触れる。これらについて、各自でフォローすることが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(60%)/複数回の小レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC357／超域文化学講義 ３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論１ 

担当者名 

（Instructor） 
山本 充(YAMAMOTO MITSURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 多くの独立国家で形成されるヨーロッパにおいて、EUによる経済・政治統合が推し進められてきた中、加えて、経済のグローバ

ル化が進行する中、ローカルな地域やそこにおける都市や農村がどのように変容してきたのか理解することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  ドイツ統一以降から今日に至るまで実施してきた中央ヨーロッパにおけるフィールドワークの成果を軸として、図表や写真を多

用して、都市と農村の変化と現状を紹介する。また、個々の都市や農村のケースをヨーロッパ全体の中で位置づけることで、総体

としてのヨーロッパと言う地域の個性を明らかにすることを試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヨーロッパとはどこか？ヨーロッパの定義 

2. ヨーロッパにおける国民国家の形成と国境の意義 

3. 国境が消失することの意味：ドイツ統一に伴う都市と農村の変化を通して 

4. EU統合の進展におけるローカルな地域の位置づけ・地域政策の意味 

5. EU統合の深化に伴う国境の意義の変質：EU・国家・地域間関係の変化 

6. EU圏の拡大（１）：東欧の政治経済改革に伴う都市・都市システムの変容 

7. EU圏の拡大（２）：東欧の政治経済改革に伴う農村・農業の変容 

8. ヨーロッパにおける中心・周辺構造の形成と変化 

9. ヨーロッパにおける都市の発達と都市の形態・機能 

10. グローバル化の進展におけるヨーロッパの都市（１）：金融都市と商業都市 

11. グローバル化の進展におけるヨーロッパの都市（２）：観光・コンベンション都市 

12. ヨーロッパ農村における多機能化の進展（１）：農村観光 

13. ヨーロッパ農村における多機能化の進展（２）：農村居住 

14. ヨーロッパをどう捉えるか？EU・国家・地域 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学修に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

複数回の授業内小テスト(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. T.G. ジョーダン=ビチコフ他、2005、『ヨーロッパ―文化地域の形成と構造』、二宮書店 (ISBN:978-4817602367) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 227 - 

■AC361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC361／超域文化学講義 ７ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史１ 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．アメリカ合衆国社会の特性を歴史的に位置づけることができる。 

２．さまざまな歴史像を史料や諸研究とともに比較検討して評価できる。   

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ合衆国社会とはなにか。その歴史像の競合や変貌を通して検討する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 北米植民地像と現代アメリカ 

3. アメリカ革命像の変容 I 

4. アメリカ革命革命像の変容 II 

5. 想像の共同体、想像の共和国市民 

6. 古典的共和国の再編 I 

7. セッション（中間レポート） 

8. 古典的共和国の再編 II 

9. 古典的共和国の再編 III 

10. 帝国と日常 I 

11. 帝国と日常 II 

12. 総力戦下の「アメリカの世紀」I 

13. 総力戦下の「アメリカの世紀」II 

14. アメリカ史像を問い直す 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、史料や論文の読解を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(40%)/レスポンスペーパーほか参画(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. アメリカ学会編、『原典アメリカ史』、岩波書店 

2. 亀井俊介ほか編、『史料で読むアメリカ文化史』、東大出版会 

3. 2004、『事典 現代のアメリカ』、大修館書店 

4. 有賀夏紀ほか編、2009、『アメリカ史研究入門』、山川出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://319.air-nifty.com/ 

https://twitter.com/hiromatsubara1 

 

注意事項（Notice） 
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■AC363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC363／超域文化学講義 ９ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ社会史３ 

担当者名 

（Instructor） 
戸田山 祐(TODAYAMA TASUKU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 受講者は、アメリカ合衆国と世界の他地域の関係の歴史を、人・資本・文化の双方向的な流れに留意して考える視座を得る。 

2. 受講者は、アメリカ合衆国の都市および郊外の歴史および現状を踏まえたうえで、同国の政治・経済・社会の成り立ちについ

ての基本的な知識を得る。 

3. 受講者は、アメリカ合衆国の都市および郊外の歴史および現状を踏まえたうえで、同国の文化・言語の多様性についての基

本的な知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、アメリカ合衆国（以下、米国とする）の歴史と文化について、都市と郊外（都市圏）に焦点を当てて考える。18 世紀

末に米国が成立した時点で、同国内にはボストン、ニューヨーク、フィラデルフィアといった、現在は大都市に成長した都市がすで

に存在していた。19 世紀に入り、交通機関の発達、産業化の進展、国内外からの人口流入に伴い、米国内の各都市圏の人口は

急速に増加していった。20 世紀の中葉以降、自動車の普及によって都市圏の規模はさらに拡大するとともに、郊外の成長が著し

くなってゆく。近年の米国では、さまざまな都市で都心回帰の傾向が見られる一方、特定の都市圏への人口と富の集中が指摘さ

れるなど、都市と郊外への関心はいっそう高まっているといえよう。 

 米国において、都市（さらに郊外）は、さまざまな人々が生活し交流する空間であり、多様な文化が生み出され、消費される場と

なってきた。同時に、都市と郊外は多様な集団のあいだの対立や緊張関係が発生する場でもあり続けてきた。したがって、米国

の都市と郊外の歴史について学ぶことは、同国の政治・経済・社会・文化の歴史と現状を理解するために不可欠である。 

 また、本講義では米国の都市と郊外の歴史を踏まえたうえで、同国と他国・他地域の事例の比較や相互関係についての考察を

通じて、近現代の世界における都市化（そして郊外化）の展開も概観してみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション –アメリカ合衆国の都市についての概観 

2. 北米へのヨーロッパ人の入植と都市の形成 

3. 建国期のアメリカ合衆国の国土と経済 

4. アメリカ合衆国の領土の拡大と人口の変化 

5. 移民の流入と都市の拡大 

6. 交通機関の発達と都市空間の変容、郊外住宅地の成立 

7. 都市の政治と改革への動き 

8. 消費社会の誕生と都市の文化 

9. 第二次世界大戦、戦後の高度経済成長と国内の人口移動 

10. 人種・民族、階級と都市計画・都市開発 

11. 「サンベルト」の成長と郊外化 

12. 都市と郊外の政治 

13. グローバル化と都市の再開発 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布した資料はかならず読み返し、次回の授業に備えること。詳しくは授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 紀平英作・亀井俊介、1998 年、『世界の歴史 23 アメリカ合衆国の膨張』、中央公論社 

2. 紀平英作編、1999 年、『アメリカ史』、山川出版社 
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3. 久保文明編、2013 年、『アメリカの政治』、弘文堂 

4. 和田光弘編著、2014 年、『大学で学ぶアメリカ史』、ミネルヴァ書房 

この他にも授業中に資料や文献を配布することがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進め方は以下の通りである： 

小レポートの内容については、講義の中で随時フィードバックをおこなう。 

毎回の講義の内容をまとめた資料を配布する。加えて、地図・図表・画像をパワーポイントで映写する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC366 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC366／超域文化学講義 １２ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会史２ 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム世界の建築・美術を読みとく能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

7 世紀から 21 世紀までのイスラーム世界の建築・美術をとりあげ、建築の形態、機能、社会的・歴史的・文化的背景を検証する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／中東の都市文化にふれる Ｉ 

2. イスラーム建築総論 

3. 初期イスラーム期の建築  I 

4. 初期イスラーム期の建築  II 

5. イスラームの拡大：イラン 

6. イスラームの拡大：スペイン 

7. ルーム・セルジューク朝の建築 

8. オスマン朝の建築・工芸  I 

9. オスマン朝の建築・工芸 II 

10. オスマン朝の建築・工芸 Ⅲ 

11. 中東の都市文化にふれる II 

12. 中東の都市文化にふれる Ⅲ 

13. 近現代のイスラーム建築 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題①(30%)/課題②(30%)/レポート(40%) 

レポートに対する全体講評は、授業内に行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では学生への質問も活発に行う予定なので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC368／超域文化学講義 １４ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム複合社会論２ 

担当者名 

（Instructor） 
山本 薫(YAMAMOTO KAORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・パレスチナ問題発生の経緯と現状について簡潔に説明できる。 

・イスラエル国内に暮らすアラブ人/パレスチナ⼈の歴史的背景と現状について簡潔に説明できる。 

・パレスチナ問題をテーマとした文学、映画、演劇、音楽など、文化・芸術作品の中から 1 点挙げ、その内容と特徴を具体的に述

べることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2017 年 12 月にアメリカのトランプ大統領がエルサレムをイスラエルの首都と公式に認定し、多方面からの非難を引き起こしたこ

とによっても、その国際的重要性があらためて注目されたパレスチナ問題。この授業では、パレスチナ問題の経緯と現状を振り返

りつつ、パレスチナ人が生み出してきた文学や映画などのアート作品を鑑賞し、そこに表現された政治的・社会的状況と、未来に

向けたヴィジョンとを読み解いていく。中でもイスラエル国内に暮らすアラブ系/パレスチナ系市民と、その文化・芸術活動に着目

することで、イスラエルとパレスチナの将来像について考察することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―なぜパレスチナか 

2. 文明の交差点としてのエルサレム 

3. シオニズムと植⺠地主義 

4. イスラエル建国とパレスチナ難⺠の発⽣ 

5. ガッサーン・カナファーニー『太陽の男たち』に見るパレスチナ難民の歩み 

6. 第三次中東戦争の敗北と武装闘争の時代 

7. インティファーダからオスロ合意へ 

8. イスラエルの中のアラブ人―歴史と文化 

9. 映画『自由と壁とヒップホップ』に見るパレスチナ人の分断状況 

10. DAM の音楽が映し出すイスラエル内のアラブ社会 

11. 映画『D.I.』に見るイスラエルの中のアラブ人のアイロニー感覚 

12. サイード・カシューア『ヘルツェル真夜中に消える』が描くエルサレムの二つの顔 

13. マフムード・ダルウィーシュ『用意されたシナリオ』から読み解くパレスチナとイスラエルの運命 

14. まとめ―共存のゆくえ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

詳しくは授業内で指示しますが、授業で学んだり参考文献で調べたりした知識をもとに、指定した教材を読み説いて、自分なりの

見解をまとめることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート（20%×3 回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業内で適宜配布します 

 

参考文献（Readings） 

1. 奈良本英佑、2005、『パレスチナの歴史』、明石書店 (ISBN:475032132X) 

2. ⾅杵陽・鈴⽊啓之編著、2016、『パレスチナを知るための 60章』、明⽯書店 (ISBN:9784750343327) 

3. 立山良司、1993、『エルサレム』、新潮社 (ISBN:4106004496) 

4. 臼杵陽、2009、『イスラエル』、岩波書店 (ISBN:4004311829) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC369／超域文化学講義 １５ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境学１ 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化を，環境と人間との関わりあいから形成され，地域的に共有される認識や行動とその結果としてとらえ，現象の理解と適応・

分布・伝播の観点から分析できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな世界の土地と暮らしの中に生まれてきた「文化」を多様な価値観と生活様式があることを「発見」するセンス，理解する

ための知識と方法を地理学的枠組みを中心に習得することをめざす。 

自然環境への人間の適応と価値観の形成を「「環境利用」、「環境適応」、「自然の資源化」に注目し，東南アジア具体的事例を中

心に日本との比較もまじえて研究視点と方法も含めて論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化環境学とは何か 

2. 環境と人間の関わり合いの研究史１ 

3. 環境と人間の関わり合いの研究史２ 

4. 生業への注目 

5. 地域環境への注目 

6. 東南アジア地域の地誌 

7. 土地と暮らしへの注目/環境多様性と利用文化 1 

8. 土地と暮らしへの注目/環境多様性と利用文化２ 

9. 自然の資源化の理解 

10. 食物と栄養への注目１ 

11. 食物と栄養への注目２ 

12. 現代社会への文化環境学の活用１ 

13. 現代社会への文化環境学の活用２ 

14. まとめと課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介する著書・文献も積極的に読み、関心を広げること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業内小レポート(30%)/出席態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 朴恵淑・野中健一、2003、『環境地理学の視座』、昭和堂 (ISBN:4812203171) 

2. 宮本真二・野中健一、2014、『自然と人間の環境史』、海青社 (ISBN:4860992717) 

3. 野中健一、2005、『民族昆虫学』、東京大学出版会 (ISBN:4130601857) 

授業中適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC371／超域文化学講義 １７ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
農耕牧畜論 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 郊子(YOSHIMURA SATOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

農耕民や牧畜民の暮らしについて学び、その歴史と変遷や多様性について理解を深めて、人類の生活を鳥瞰できるようになる。 

また、多様な知識・手法や資料等を用いて、複眼的に検討を重ねて他者や事象を理解し、さらには自己および人間への理解を深

める。そして、その手法と経験を自身の日常に生かすことができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

おもにサハラ以南のアフリカおよびアジアに暮らす農耕民や牧畜民の事例を取りあげて、彼らの暮らしの様態を自然・生態・文

化・歴史・開発・国家や他集団とのかかわり等、さまざまな要素との連関から紹介しつつ、講義をすすめる。 

文化人類学や地域研究および隣接諸分野の手法を生かして、さまざまな生活様式や文化とその変遷にも目を向けて、多様な他

者や事象を理解するために必要な視座・思考力とは何かを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 狩猟採集と農耕・牧畜 

2. ドメスティケーション、牧畜民の生態と文化  

3. 牧畜民の生態と文化（つづき） 

4. 農耕民の生態と文化 

5. 農耕民の生態と文化 （つづき） 

6. 現代アフリカにおける国家・開発と牧畜民 １．はじめに 

7. ある牧畜民・地域の事例 １．現在の暮らしとその特色 

8. ある牧畜民・地域の事例 ２．さまざまな他集団とのかかわりの歴史 

9. ある牧畜民・地域の事例 ３．植民地統治の歴史との連関から 

10. ある牧畜民・地域の事例 ３．植民地統治の歴史との連関から（つづき） 

11. ある牧畜民・地域の事例 ４．さまざまなメディア・他者とのかかわりの連関から 

12. ある牧畜民・地域の事例 ５．歴史と変遷、そして現在 

13. 現代アフリカにおける国家・開発と牧畜民 ２．多様な資料から得た知見をふまえて、再び考える 

14. 他者を理解し、自己および人間への理解を深めるということ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の内容をふり返って復習する他に、テーマに関連したさまざまな資料にも目を向けて視野を広げること。 そのうえで、ミニ課

題に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/ミニ課題に対する内容評価(30%) 

ミニ課題（複数回・不定期）の内容と提出方法については、その都度、授業内で提示し、説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。資料が必要な場合は授業内で別途、提示または配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、テーマごとに授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書およびパワーポイントを使用した講義形式であり、映像資料等も適宜、活用する。 

授業に関連した急ぎの連絡や課題の提出等については、Blackboad を使用することもある。 

課題については、その内容や提出状況に応じて、次回の授業時または Blackboad上のいずれかでフィードバックを行う予定であ

る。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC373／超域文化学講義 １９ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
都市空間論 

担当者名 

（Instructor） 
荒又 美陽(ARAMATA MIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、都市景観の形成がその時代や社会における人々の思想や実践といかに関わっているかを理解することを目的とす

る。主に都市地理学・社会地理学・文化地理学といった人文地理学分野を中心に、文学や美術史なども含めた知見を身につける

ことができるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

都市景観を読む―イメージ形成と都市計画 

 私たちが日々の生活の中で都市景観から意識的・無意識的に読み取っていることは数多い。見知らぬ土地でも、美あるいは危

険を感じ、そこがどのような空間であるかを受け止めながら行動している。この授業では、その都市景観をより積極的に読み解く

ための鍵となる歴史や理念の探り方を具体例を交えて考えていく。扱うテーマは授業計画で示した通りとなる。教員から紹介する

例はパリと東京が中心となるが、翌週にはそれぞれのテーマについて受講生が調べたものを発表するという形で理解を深めてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介・都市景観とイメージ 

2. モニュメントを考える―都市景観との関係性 

3. モニュメントを考える―実践例 

4. 歴史的街区とは何か―選定と制度 

5. 歴史的街区とは何か―実践例 

6. エスニック・タウンの形成―神話と破壊 

7. エスニック・タウンの形成―実践例 

8. メガイベントと都市―万博とオリンピック 

9. メガイベントと都市―実践例 

10. ジェンダーの空間―郊外と都心回帰 

11. ジェンダーの空間―実践例 

12. アニメ聖地巡礼―イメージの利用と変容 

13. アニメ聖地巡礼―実践例 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各テーマの資料と参考文献を読むこと。またテーマごとの実践例を調査すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内の質問やリフレクションペーパー(20%)/小レポート(10%)/中間レポート(30%)/授業内容のまとめ(40%) 

5 月 9 日付成績評価基準の変更 【変更前】発表や授業参加 70％ 課題の仕上がり 30％  【変更後】授業内の質問やリフレク

ションペーパー20％ 小レポート 10％ 中間レポート 30％ 授業内容のまとめ 40％ 

 

テキスト（Textbooks） 

指定なし。テーマごとに資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画は受講生の関心や社会情勢などによって内容や順番を変更する可能性がある。 

成績評価については教員による講義と受講生による発表・議論を組み合わせで行う授業であるため、授業に出席していることが

重要となる。ただし受講人数によって評価割合を変更する可能性がある。 
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注意事項（Notice） 
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■AC375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC375／超域文化学講義 ２１ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フォークロア１ 

担当者名 

（Instructor） 
市田 雅崇(ICHIDA MASATAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フォークロアおよび民俗宗教の考え方を学び、伝統的な価値観・規範が変容し、多元的化した現代社会のあり方について理解を

深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

民俗宗教とは、宗教教団の教義や思想あるいは宗教的職能者だけではなく、一般の人びとの日常生活の中に潜在する宗教的

信念や実践の総体をさす言葉である。この授業ではフォークロアの事例を中心として民俗宗教の視点から日本社会を考えてゆ

く。事例では映像資料を多く見て具体的なイメージを深め、理解を深める一助としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 民俗社会の神々（1） 自然の中の神々 

3. 民俗社会の神々（2） 動物供犠 

4. 民俗社会の神々（3） 神仏習合 

5. 民俗社会の神々（4） 来訪神 

6. 民俗社会の神々（5） 流行り神 

7. 呪術的思考と心意伝承：妖怪 

8. 呪術的思考と身体伝承：おまじない 

9. 民俗社会の信仰と生活（1） 講集団と巡礼 

10. 民俗社会の信仰と生活（2） 通過儀礼 

11. 民俗社会の信仰と生活（3） ジェンダー 

12. 民俗社会の信仰と生活（4） 

13. 現代社会の民俗宗教 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

国内外の文化に関する新聞記事等に日ごろから目を通しておくこと。 

その他授業内において指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 1998、『日本民俗宗教辞典』、東京堂出版 

2. 宮家準、2002、『民俗宗教と日本社会』、東京大学出版会 

3. 鈴木正崇編、2015、『森羅万象のささやき : 民俗宗教研究の諸相』、風響社 

その他授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC377／超域文化学講義 ２３ 

(Lectures on Interdisciplinary Cultural Studies 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較技術論 

担当者名 

（Instructor） 
厚 香苗(ATSU KANAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS3600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 技術ということばが示す範囲は広い。日本の民間伝承研究では「経済伝承」という枠組みのなかで「民俗技術」が論じられてき

た。この授業では、その「民俗技術」研究をふまえて、人びとのあいだで育まれてきた「生活するための技術」の多様性について

学ぶことを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本をフィールドとした文化人類学・民俗学の研究成果を紹介しながら授業をすすめる。とりあつかうテーマに応じて、適宜、日

本の事例を深く理解するための手助けとなる海外の事例をみていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本における民俗技術論の展開 1 

3. 日本における民俗技術論の展開 2 

4. 日本における民俗技術論の展開 3 

5. 困難によって磨かれた技術 1 

6. 困難によって磨かれた技術 2 

7. 困難によって磨かれた技術 3 

8. 困難によって磨かれた技術 4 

9. 東アジアの都市に生きる 1 

10. 東アジアの都市に生きる 2 

11. 東アジアの都市に生きる 3 

12. 文化を記録する技術 1 

13. 文化を記録する技術 2 

14. 文化を記録する技術 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で参考文献リストを配布するので、関心のある本をよんでおくと授業を理解しやすくなります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席およびコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC403／自然地理学 １ 

(Physical Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身近な自然地理 

担当者名 

（Instructor） 
早川 裕弌(HAYAKAWA YUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，自然地理学における基礎的な知識を習得し，身近な場所から自然地理に関わる事象を見つけ出す能力を養うこ

とを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身近な場所から辺境の地まで，地球上のあらゆる場所で観察される自然現象やそこにいる人類との関連について，空間的な観

点で調査を行い，科学的な手法を用いて分析するのが自然地理学です。この授業では，主に日本国内における事象を対象とし，

身の回りの自然を自然地理学的に読み解くための基礎的な知識を習得します。また，適宜時事問題を取り上げ，自然地理学的

な視点からの解説を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 東京の地形と自然：関東平野の成り立ち 

3. 東京の地形と自然：武蔵野台地の段丘面と人々 

4. 東京の地形と自然：山の手の坂と湧水 

5. 東京の地形と自然：消えた都市河川 

6. 日本列島の形成：プレートテクトニクス 

7. 日本列島の形成：地震発生の仕組みと活断層 

8. 日本列島の形成：山地の隆起と侵食 

9. 日本列島の形成：火山の形成と解体 

10. 気象・気候：日本の四季 

11. 気象・気候：大気の大循環と風 

12. 気象・気候：都市の気候 

13. GIS・サイバー地球空間：Google Earth の活用法 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Twitterでの情報配信と情報交換を行う。 

アカウント @hykwaaaa https://twitter.com/hykwaaaa 

ハッシュタグ #rkypgeo https://twitter.com/search?q=%23rkypgeo 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席＋授業時の発言やリアクションペーパーの内容等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川 直子 (監修), 横山 俊一 (監修), お茶の水女子大学ガイドブック編集委員会 (編集)、2016、『地理 2016 年 3 月号増

刊「地理×女子＝新しいまちあるき」』、古今書院 

2. 吉田 英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:9784772271455) 

参考文献については適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/~hayakawa/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AC404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC404／自然地理学 ２ 

(Physical Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界の自然地理 

担当者名 

（Instructor） 
早川 裕弌(HAYAKAWA YUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，写真や映像資料を用いて，様々な自然環境を読み解く基礎的な知識を習得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

自然地理学では，地球上のあらゆる場所で起こる様々な自然現象を取り扱うため，皆さんが見たことのない現象も多いでしょう。

この授業では，主に海外における事例を紹介し，皆さんにとって比較的なじみの少ない諸現象について，現場の写真，映像や詳

細な資料に基づき自然地理学的観点から解説します。これにより，たとえば海外旅行に行く際にも，今までと見えてくるものが違

ってくるといったことがあるかもしれません。また，適宜時事問題を取り上げ，自然地理学的視点から解説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アナトリアの自然環境：地震、断層、塩湖 

3. アナトリアの自然環境：カッパドキアの奇岩地形 

4. アナトリアの自然環境：古代遺跡と環境変動 

5. イタリアの火山と山地：灰に埋もれた都市 

6. スイスアルプス：氷河と氷河地形 

7. スイスアルプス：周氷河作用 

8. 氷河の消長と気候変動：第四紀から歴史時代～現在まで 

9. 地球温暖化の現状：地球は本当に温暖化しているのか？ 

10. ナイアガラフォールズ：移動する滝〜自然の作用と人為変化 

11. 中東の乾燥地：人類の文明発祥の地を訪ねて 

12. アラビア半島の海岸地形 

13. 南洋諸島：火山と珊瑚でつくられた島々 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Twitterでの情報配信と情報交換を行う。 

アカウント @hykwaaaa https://twitter.com/hykwaaaa 

ハッシュタグ #rkypgeo https://twitter.com/search?q=%23rkypgeo 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席＋授業時の発言やリアクションペーパーの内容等(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用せず，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田 英嗣、2017、『はじめての自然地理学』、古今書院 (ISBN:9784772271455) 

参考文献については適宜授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.csis.u-tokyo.ac.jp/~hayakawa/  

 

注意事項（Notice） 
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■AC405 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC405／比較政治史 １ 

(Comparative Political History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
草野 佳矢子(KUSANO KAYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ史研究に関して、史料に基づく歴史研究の手法および発想を身につける。 

帝政崩壊までのロシア史の流れ、キエフ・ルーシ、モスクワ・ロシアの特徴、ロシア帝国成立後に関しては各皇帝の治世の概要や

主要な事件・改革の内容などについて、西ヨーロッパとの比較も含めて説明できるようになる。 

 

 

授業の内容（Course Contents） 

1917 年革命以前のロシアの歴史を、特に国家と社会の関係や、統治制度改革、政治改革をめぐる問題に焦点を当て、比較史の

視点に留意して、講義する。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ロシア帝国成立前のロシア①： キエフ・ルーシからモスクワ・ロシアへ 

2. ロシア帝国成立前のロシア②： モスクワ・ロシアの特徴 

3. ピョートル大帝の西欧化政策 ： 西欧化の開始、大北方戦争、統治理念の西欧化、中央・地方の行政制度改革、社会

の再編 

4. 女帝たちの時代： エカチェリーナ 1 世～ピョートル 3 世の治世、ピョートル体制の修正 

5. エカチェリーナ２世の統治： エカチェリーナの啓蒙思想、プガチョフの乱、地方行政改革、貴族・都市への恵与状、農奴制

の強化、パーヴェル 1 世 

6. アレクサンドル１世とニコライ 1 世： 秘密委員会、スペランスキーの改革案、省制の導入、ポーランド憲法とロシア憲法案、

デカブリストの乱、官僚制の整備 

7. アレクサンドル 2 世と大改革①： 大改革の前提、農奴解放，ゼムストヴォ制度の導入 

8. アレクサンドル 2 世と大改革②： 都市自治制度、地方官僚制の整備、司法制度改革、軍制改革、教育制度改革 

9. 革命運動と政治改革の試み： 農奴解放後の革命運動の展開、大改革期の政治改革の試み、ロリス＝メリコフの改革案 

10. アレクサンドル 3 世時代のロシア①： 専制体制の安定化、農民統治制度改革、地方自治制度改革 

11. アレクサンドル 3 世時代のロシア②： ヴィッテ蔵相の工業化政策とその影響 

12. ニコライ 2 世の治世－1894～1904 年： 19 世紀末～20 世紀初頭のロシア社会、労働者対策、農業・農民問題、「自由主義

者の春」 

13. 第一次ロシア革命： 血の日曜日事件、「立憲体制」への移行 

14. 帝政ロシアの崩壊： ストルイピン改革、第一次世界大戦とロシア 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業前に前回の内容をよく復習すること。参考文献の関連する部分を読み、理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

10 回以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象にしない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いません（配布プリントに沿って講義します）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1994、『ロシア史２』、山川出版社 (ISBN:463446070X) 

2. 田中陽児・倉持俊一・和田春樹、1997、『ロシア史３』、山川出版社 (ISBN:4634460807) 

3. マルク・ラエフ、2001、『ロシア史を読む』、名古屋大学出版会 (ISBN:4815804222) 

4. 藤本和貴夫・松原広志、1999、『ロシア近現代史―ピョートル大帝から現代まで』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623027473) 

5. 和田春樹 編、2002、『ロシア史』、山川出版社 (ISBN:4634415208) 

6. 川端香男里・佐藤経明・ 中村喜和 ・和田春樹・塩川伸明・栖原学・沼野充義 監修、2004、『新版 ロシアを知る事典』、平凡

社 (ISBN:9784582126358) 

7. 栗生沢猛夫、2010、『図説 ロシアの歴史』、河出書房新社 (ISBN:9784309761435) 
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特定のテーマに関しては、上記文献の参考文献欄を参照してください。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC406 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC406／比較政治史 ２ 

(Comparative Political History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史のなかの天皇制 

担当者名 

（Instructor） 
舟橋 正真(FUNABASHI SEISHIN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本国憲法下の天皇制、いわゆる「象徴天皇制」とは何であるのか？この授業では、象徴天皇制の歴史的展開を政治史的に検

討し、その意義について理解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、明治憲法下の天皇制の実相とその特質を概観した上で、象徴天皇制の形成と展開の過程を検討していきたい。

そこでは、戦後政治勢力の天皇観の歴史的変遷とその差異について着目し、象徴天皇制がいかに形成され、定着したのか、そし

てどのような展開を辿っていったかを明らかにしていきたい。なお、授業計画は若干変更することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 明治憲法体制の成立 

3. 大正期における天皇制の再編 

4. 昭和の戦争と天皇制① 

5. 昭和の戦争と天皇制② 

6. 敗戦と天皇・天皇制の危機 

7. 象徴天皇制の成立① 

8. 象徴天皇制の成立② 

9. 象徴天皇制の形成 

10. 象徴天皇制の定着① 

11. 象徴天皇制の定着② 

12. 象徴天皇制の展開① 

13. 象徴天皇制の展開② 

14. まとめ：象徴天皇制のゆくえ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日本近現代史（政治史）の概説は、事前に予習しておくこと。授業後はレジュメをみなおし、復習を欠かさないこと。またレポート作

成のためにも、関連の文献や論文を読み込むこと。なお、レポートの課題、および作成方法については、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパーの内容(30%) 

出席は毎回とる。3/4 以上出席していない場合は、成績評価の対象としない。遅刻、無断での欠席および早退、私語などには厳

正に対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず、授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺治、1990 年、『戦後政治史の中の天皇制』、青木書店 

2. ケネス・ルオフ、2003 年、『国民の天皇』、共同通信社 

3. 冨永望、2010 年、『象徴天皇制の形成と定着』、思文閣出版 

4. 古川隆久・森暢平・茶谷誠一編、2015 年、『「昭和天皇実録」講義』、吉川弘文館 

5. 吉田裕・瀬畑源・河西秀哉編、2017 年、『平成の天皇制とは何か』、岩波書店 

6. 「NHKスペシャル」取材班、2017 年、『日本人と象徴天皇』、新潮社 

概説書としては、板野潤治『日本近代史』（ちくま新書、2012 年）、古川隆久『昭和史』（ちくま新書、2016 年）などが挙げられる。そ

の他の参考文献は、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC407 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC407／地理学概説 １ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地理と環境 

担当者名 

（Instructor） 
執行 一利(SHIGYOU KAZUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地表面の現象について研究する地理学の基礎的な考え方を学ぶ。事物や現象の地域性、地域差をどうとらえるか、という視点を

養うことを目標としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では人々が住む場所や空間を地理学の観点から考察する方法を検討する。人間が自然に働きかけて作り出したモノ（文化）

には、目に見えるものもあれば、見えないものもある。ここでは目に見える分かりやすい具体的な指標として、村落景観を取り上

げる。村の風景からその背景にある気候や自然環境、歴史や風土、宗教、人々の暮らしのあり方を読み解いて、その地域の文化

を体系的に理解する方法論を提示したい。また、人々の生活には環境が大きな影響を与えていることも指摘する。具体的な地域

としては、日本と南アジアを取り上げる予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 地理学の対象 

3. 人間の文化と地理学 

4. 景観と環境 

5. 地域研究と村落社会 

6. 日本の村落景観 

7. 日本の村落景観 

8. 日本の村落景観 

9. 日本の村落景観 

10. 日本の村落景観 

11. スリランカの村落景観 

12. スリランカの村落景観 

13. スリランカの村落景観 

14. スリランカの村落景観 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

普段から景観と環境に関心を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題レポート(30%)/出席および受講態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では、映像資料や地図などを適宜利用する予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC408／地理学概説 ２ 

(Introduction to Geography and Cultural Anthropology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代の空間評価の作法 

担当者名 

（Instructor） 
森 雅文(MORI MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「世界」の把握を目指して営まれた地理学と文化人類学のまなざしを、時代を支えた思考や技術とともに捉えることで、近現代

の空間評価の概念と技法について理解を深める。既存のまなざしに服従するのではなく、それを尊重しながらも乗り越える人文

学的態度を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 空間や場所を分節して人間の諸活動と関係づける学問的営為を、科学史の大きな流れを踏まえながら解説する。前半は、地理

的発見に依拠した「地域」や「文化」というまなざしの成立・変遷を焦点にする。後半は、普遍化を求めた近現代の空間評価とその

統御を焦点にする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 地図と世界観（コスモロジー） 

3. 地理の黎明１：自然・人文・地域 

4. 地理の黎明２：人種・民族・社会 

5. 文化の多様性１：通時的理解 

6. 文化の多様性２：共時的理解 

7. インタールード：世界の把握 

8. 近代の技法１：個人と空間 

9. 近代の技法２：風景と人間 

10. 空間の評価１：計量主義と立地論 

11. 空間の評価２：エスノサイエンス 

12. グローバリズムと空間の統御 

13. インタールード：空間と構造 

14. まとめ：質疑と応答 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「学ぶ」ことは他人から課せられる作業ではありません。予習と復習は、講義内容の理解のために、自らの不足を自覚して補う学

生の基本的な営みです。そこで生じる新たな疑問や関心についての研鑽が発展的学習になります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト 〈授業前半分のテスト〉(40%)/最終テスト 〈授業後半分のテスト〉(40%)/２つのテスト 〈中間・最終〉 に付随する課題

(20%) 

質疑応答や任意の提出物（コメントペーパー・発展的学習の成果など）の内容は加算点として考慮する。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

シラバスを熟読の上で履修すること。 

授業では視聴覚資料を利用する。 

受講者への連絡（テストの日程等）は大学ポータルサイト（Blackboard）を利用する。 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 247 - 

■AC409 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC409／地誌学 １ 

(Regional Geography 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
EUの地誌学 

担当者名 

（Instructor） 
加賀美 雅弘(KAGAMI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域統合を進めるＥＵにおける地域的課題について，国家と民族に着目して考察し，拡大が進むＥＵを地誌学的に理解すること

をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＥＵの拡大とともに変化するヨーロッパの諸地域について検討する。具体的には，ＥＵがめざす地域統合とその課題を取り上げ，

特に民族問題に着目して「民族の記憶」と「経済の地域間格差」をめぐる東ヨーロッパの諸問題について考察する。最終的には，

拡大するＥＵの地域的な特性を理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業内容の説明とヨーロッパ理解度チェック 

2. ヨーロッパ理解の視角：従来のヨーロッパ地誌の視点と成果 

3. 拡大するＥＵを理解する視角：拡大するＥＵに着目した地誌の視点 

4. ＥＵによるヨーロッパ統合とその課題：ＥＵ拡大に伴う地域的諸問題 

5. 記憶としての民族問題（１）：東ヨーロッパの国家成立とその特徴 

6. 記憶としての民族問題（２）：東ヨーロッパの民族迫害と民族移動 

7. 記憶としての民族問題（３）：東ヨーロッパの民族迫害とその記憶 

8. 記憶としての民族問題（４）：民族問題としてのユーゴスラヴィア紛争 

9. 地域間格差と民族問題（１）：ヨーロッパのロマ問題の特徴 

10. 地域間格差と民族問題（２）：偏見の対象としてのロマ 

11. 地域間格差と民族問題（３）：地域からみた東ヨーロッパのロマの特性 

12. 地域間格差と民族問題（４）：地域問題としてのロマ問題 

13. ＥＵの地誌学的考察：地域構造からみたＥＵ拡大のゆくえ 

14. 最終テスト：民族問題に着目したＥＵ理解度のチェック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ヨーロッパの国名とおもな地名について，地図帳を利用して把握しておく。 

新聞やインターネットを利用して，ＥＵに関する情報を収集する態度で授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎時間に課すリアクションペーパーの提出(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子、2014、『ヨーロッパ学への招待ー地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』、学文社 

(ISBN:978-4-7620-2410-8) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC410 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC410／地誌学 ２ 

(Regional Geography 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパ都市の地誌学的考察 

担当者名 

（Instructor） 
加賀美 雅弘(KAGAMI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ＥＵ拡大が進むヨーロッパの都市に着目し，景観や構造など地理的事象の変化を把握しつつ，ヨーロッパ地誌の理解をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ＥＵ拡大とともに変化するヨーロッパを理解するために，特に都市に着目した考察を行う。ヨーロッパにはさまざまなタイプの都市

があり，そのうち中央ヨーロッパの都市を事例に取り上げ，歴史的景観や外国人，エスニック集団に目を向けながら，都市の変化

プロセスを明らかにする。具体的には，ウィーンを事例にして，旧市街地と外国人地区の景観や観光地化・都市整備に焦点を当

てつつ，都市の構造とその変化を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業内容の説明とヨーロッパ都市の理解度チェック 

2. 都市理解のための地理学的視点（１）：都市の景観と構造 

3. 都市理解のための地理学的視点（２）：都市構造モデルを使った理解 

4. 都市理解のための地理学的視点（３）：現代都市のありさま 

5. ヨーロッパ都市の発達と特性（１）：ヨーロッパの都市の類型（イギリス型都市） 

6. ヨーロッパ都市の発達と特性（２）：ヨーロッパの都市の類型（東ヨーロッパ，地中海など） 

7. 中央ヨーロッパ都市の構造：商業都市としての発達の経緯 

8. 都市の変化と歴史的景観（１）：ウィーンの都市発達と旧市街地の特徴 

9. 都市の変化と歴史的景観（２）：社会史的にみたウィーン旧市街地の発展 

10. 都市の変化とエスニック集団（１）：ウィーンの外国人居住地区形成のプロセス 

11. 都市の変化とエスニック集団（２）：ウィーンの外国人居住地区の特性 

12. 旧社会主義都市の変容：旧東ドイツの都市の変化 

13. ヨーロッパ都市の地誌学的考察：都市の構造とその変化 

14. 最終テスト：ヨーロッパの都市に関する理解度チェック 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ヨーロッパの国名と地名について，地図帳を利用して把握しておく。 

現在のヨーロッパの都市で起こっていることについて，新聞やインターネットを利用して把握する態度で授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎時間に課すリアクションペーパーの提出(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 加賀美雅弘・川手圭一・久邇良子、2014、『ヨーロッパ学への招待ー地理・歴史・政治からみたヨーロッパ』、学文社 

(ISBN:978-4-7620-2410-8) 

このほか，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 

1. 三成美保・姫岡とし子・小浜正子編、2014、『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』、大月書店 

(ISBN:9784272501816) 

2. 歴史学研究会編、2014、『世界史 20 講 : 史料から考える』、岩波書店 (ISBN:9784000259965) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する知識、理解、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世末まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/毎回のリアクションペーパー。(20%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「共に生きる」ための想像力と基盤の探究 

担当者名 

（Instructor） 
岩舘 豊(IWADATE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会学とは、現代社会の成り立ちや変容とそのメカニズムについて、理論的な省察と具体的かつ混沌とした現実とを往復しな

がら思考・分析していく学知の営みです。そして、多様な個々人が矛盾や困難をかかえつつ「それでもなお、共に生きる」ことを可

能にする想像力と社会的基盤を探究する学問でもあります。 

 この授業の目標は、（1）社会学の基本的な思考法とカテゴリーを習得し、（2）それにもとづいて具体的な社会事象や社会問題を

分析・考察できるようになることにあります。 

 社会について分析・考察する営みやそれをおこなう人間もまた社会という事象に含みこまれています。したがって、社会学を学

ぶ、あるいは「社会学する」とは、社会のなかでどう生きるかを考えることに他なりません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1～4 回の授業では、社会をとらえようとする際に社会学が用いる思考法について学びます。 

第 5～7 回の授業では、具体的な社会現象や社会問題を考察する際の基本的なカテゴリーを学びます。 

第 8〜10 回の授業では、それまでに習得した思考法とカテゴリーを踏まえながら、具体的な社会事象である「労働」をとりあげ、

考察していきます。 

第 11 回以降は、東日本大震災という出来事とそれが突きつけた現代社会と社会学の課題について考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会学の思考法（１）ーー社会的なるものと社会学的想像力 

3. 社会学の思考法（２）ーーマクローミクロのリンク 

4. 社会学の思考法（３）ーー構造と構造化 

5. 社会学のカテゴリー（１）ーー秩序と権力 

6. 社会学のカテゴリー（２）ーー合理化と官僚制 

7. 社会学のカテゴリー（３）ーー階層と階級 

8. 現代の社会問題（１）ーー過重労働と雇用の不安定化 

9. 現代の社会問題（２）ーー労働者の権利と尊厳 

10. 現代の社会問題（３）ーー若者の労働組合実践 

11. 東日本大震災という出来事から（１）ーー「同時代のこと」として 

12. 東日本大震災という出来事から（２）ーー不条理性と表現 

13. 東日本大震災という出来事から（３）ーーゆらぐ近代性の社会空間 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）配布するレジュメ・資料をよく読んできてください。 

（２）新聞やニュースを通じて、現代社会に関する知識・情報を幅広く習得してください。 

（３）課題やレポートに計画的に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。適宜、文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一ほか、2007、『社会学（New Liberal Arts Selection)）』、有斐閣 

2. 豊泉周治ほか、2014、『＜私＞をひらく社会学ーー若者のための社会学入門』、大月書店 

3. 本田由紀（編）、2016、『現代社会論 ーー 社会学で探る私たちの生き方』、有斐閣 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生との議論に応じて、内容を組み替えていくことがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AC505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AC505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律における個人と社会 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学が対象にしている諸問題について、特に民事法のトピックを中心に説明していきます。現代社会において個

人は、経済活動を日々の中心に据えて、法の規律の下で自由に活動しています。その意味では財産法（民法）は身近な法であり

法規範の「骨格的な」役割を担っています。個人はどのような存在として扱われ、どのようにして個人の権利義務が実現されてい

るのかを見ていきます。 

講義ではまず一般的な法の捉え方を説明した後、法律が具体的に用いられている様子を判例を通して説明していきます。また裁

判において権利義務が実現される仕組みとそれを支える理念についても説明します。授業の最後の部分では最近の問題、特に

立法や法改正の持つ意味、司法制度改革の目的、これらからの法律の望ましい社会との関わり合い方について概観します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

法の捉え方について（法のイメージ） 

2. 法の静態１（公法と私法） 

3. 法の静態２（実体法と手続法） 

4. 法の静態３（民事法と刑事法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 裁判の機能と訴訟の役割 

13. 司法制度改革と法律の改正 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んでくること。その他授業時間外の学習に関する指示は、必要に

応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題レポート(20%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない。適宜講義レジュメ及び資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

4. 米倉明、1973、『法学入門（法律学教材）』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-034019-0) 

5. 山本和彦、2008、『よくわかる民事裁判〔第２版補訂〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-28113-4) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

井出 匠(IDE TAKUMI) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2009 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆を志す学生が，研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しな

がら，最終的に優れた卒業論文を作成できるよう援助することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教授と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する。演習時間は個別に相談のうえ

で設定する。授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討議２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作家の作品。 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AC781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 匠(IDE TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC790 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC791 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC792 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

青木 健(AOKI TAKESHI) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC793 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC794 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC795 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC796 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC797 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AC798 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
厚 香苗(ATSU KANAE) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS4610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ａ 

(Introductory Seminars J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
佐古 仁志(SAKO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着け，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｂ 

(Introductory Seminars J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着け，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｃ 

(Introductory Seminars J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着け，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ１ｄ 

(Introductory Seminars J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「教育」とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
大倉 茂(OKURA SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身に着け，教育について多様な学問領域から専門的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）大学での知的生活の意義の理解：学生各自の多様な教育体験と教育への関心を紹介しあい，大学で学ぶ意義を理解し，自

分の将来に向けての問題関心を醸成する。 

（２）文献読解と要約の仕方の獲得：教員の用意したさまざまな文献を読解し，長めの論文でも要約できる力をつける。 

（３）活発にディスカッションする力の養成：大学では高校までと異なり，クラス内でのディスカッションが大きな意味を持つ。傍観者

にならず，積極的に発言し，他者の意見に応答する力をつける。 

（４）基本的なレポートの作成方法の獲得：文献をテーマとしたレポートを作成する方法を獲得する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションと自己紹介 

2. イントロダクションと自己紹介 

3. 文献検討とレポート作成指導 

4. 文献検討とレポート作成指導 

5. 文献検討とレポート作成指導 

6. 文献検討とレポート作成指導 

7. 文献検討とレポート作成指導 

8. 文献検討とレポート作成指導 

9. 文献検討とレポート作成指導 

10. 文献検討とレポート作成指導 

11. 文献検討とレポート作成指導 

12. 文献検討とレポート作成指導 

13. 文献検討とレポート作成指導 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前文献学習とレポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動(討論への参加など）(60%) 

授業内討論のため出席が重視される。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、各演習開始後授業内で指示する。 

 

  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（3000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ａ 

(Introductory Seminars J2) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｂ 

(Introductory Seminars J2) 

担当者名 

（Instructor） 
小谷 由美(KOTANI YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｃ 

(Introductory Seminars J2) 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｊ２ｄ 

(Introductory Seminars J2) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学生に必要とされる基本的な学術リテラシーを身につけ、教育について多様な学問領域の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）文献読解と要約方法の獲得：教育をテーマとした多様な文献を読み、要約する力をつける。 

（２）課題を設定し文献や資料を収集し報告する力をつける。 

（３）議論する力の養成：発表することと議論することとの違いを理解し議論できるようにする。 

（４）レポート作成の基本的な方法を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（１）演習のコンセプト説明と自己紹介 

2. イントロダクション（２）演習の課題設定 

3. イントロダクション（３）演習の課題設定 

4. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

5. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

6. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

7. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

8. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

9. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

10. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

11. 文献収集＆資料収集＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）課題に即した文献読解と資料収集 

（２）レポート作成準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業活動（討論への参加など）(60%) 

欠席三回で履修放棄として扱われる。遅刻は二回で一回の欠席としてカウントされる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

学期末に最終レポート（4000 字以上）作成が課される。このレポートを提出しない場合には履修放棄として扱われる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育学 

(Pedagogy) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらがどのように現れ

てきたかについて学ぶ。これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解することで、これからの

教育のありようを考えたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（1）教育（学）の基本的な概念を理解し、近代教育がいかに成立したのかを、日本と諸外国を比較しながら学ぶ。（2）欧米の近代

教育思想を学ぶ。（3）現代の教育問題とこれまで学んできた理念や思想を接続し、現代社会における教育課題を歴史的な視点

から考える 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：「いじめ」をなくすことは可能か？  

2. 「学校」とは何か？：「脱学校論」から考える  

3. 家庭（家族）による教育と社会による教育：近代教育はいかに成立したか 

4. 日本の近代教育の歴史（1）明治期の人々はいかに「学校」に行くようになったか？ 

5. 日本の近代教育の歴史（2）「教科書」の成立に着目して  

6. 欧米の近代教育思想（1）コメニウス 

7. 欧米の近代教育思想（2）ルソー 

8. 欧米の近代教育思想（3）ペスタロッチとヘルバルト 

9. 欧米の近代教育思想（4）デューイと新教育 

10. 教育学の重要概念（1）「主体性」、教えることと学ぶこと、など 

11. 教育学の重要概念（2）「子ども」など 

12. 現代社会における教育課題（1）メディアの発達に伴う学習の変容  

13. 現代社会における教育課題（2）人工知能の発達と教育 

14. 現代社会における教育課題（3）震災と教育 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に資料を配布し、次回の授業までに読了し、意見をまとめるよう求めることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

毎回リアクションペーパーを記入してもい、これをもって出席を確認する。授業開始後 30 分以上経過しての入室は原則不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 今井康雄編、『教育思想史』、有斐閣 

教科書は欧米の教育思想を学ぶ回で集中的に使用するので、必ず購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教員と学生、学生同士の対話の場を多く作る受講者参加型の授業となるので、了解の上参加されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育心理学 １ 

(Psychology in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

障がいを持つ子ども達を含む、幼児・児童・生徒の発達と学習の過程について、その心理学的特性を理解し、学齢期を中心とし

た子どもたちの発達と学習の支援のあり方について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

障がいを持つ子どもたちを含む、子ども理解に必要とされる心理学的知識を学び、子どもたちの発達を支援する教育のあり方に

ついて検討する。子どもの学習と発達を支援する上で教育に求められるものが何であるのか、教育職員に求められる基本的な

認識を身につける。受講生の自らの学校教育経験を通して培われた常識的教育観を問い直すことで、子どもとその指導者の役

割について理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育に対する心理学的アプローチ 

2. 子どもの理解と支援（1） 

3. 子どもの理解と支援（2） 

4. 子どもの理解と支援（3） 

5. 子どもの理解と支援（4） 

6. 障がいを持つ子の理解と支援（1） 

7. 障がいを持つ子の理解と支援（2） 

8. 障がいを持つ子の理解と支援（3） 

9. 障がいを持つ子の理解と支援（4） 

10. 教授学習過程の心理学（1） 

11. 教授学習過程の心理学（2） 

12. 教授学習過程の心理学（3） 

13. 教授学習過程の心理学（4） 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で参考資料を紹介する時がある。これらはもちろんのこと、授業内容に関連する文献を自分で調べることが望まれる。講

義内容について他の履修者と議論を深めるとよいだろう。事前に参考図書の拙著「子どもたちは教室で何を学ぶのか」（東京大

学出版会）を読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE093 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育社会学 １ 

(Sociology in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代公教育と学歴社会 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育を取り巻く世界は「当為（べき）論」に支配されているが、そうした思考法から距離をとり、教育現象について社会学的な見方

の獲得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学と教育社会学の学問的性格の基本を概説したうえで、教育現象を社会学的に分析する意義を解説する。それを踏まえ

て、近代公教育の成立、子ども観、明治期の義務教育制度の成立、学歴社会論など、教育社会学の基本テーマについて社会学

の視点から理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育社会学とは何か：社会学という学問 

2. 教育社会学とは何か：教育社会学という学問 

3. 近代公教育の成立（１） 

4. 近代公教育の成立（２） 

5. 子どもの誕生・監獄の誕生 

6. 近代日本における義務教育制度の成立（１） 

7. 近代日本における義務教育制度の成立（２） 

8. 学歴社会論：平等と不平等 

9. 学歴社会論：アメリカにおける教育と不平等問題（１） 

10. 学歴社会論：アメリカにおける教育と不平等問題（２） 

11. 学歴社会論：文化的再生産論 

12. 学歴社会論：戦後日本社会における学歴問題（１） 

13. 学歴社会論：現代日本社会における学歴問題（２） 

14. 授業内試験（予定） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを利用して講義ノートや関連資料を配付するので、あらかじめ読んでおくこと。さらには、講義ノートや講義の中で紹

介する参考文献を読み、関連資料をみずから調べるなど、予習や復習をすることで講義内容についての理解を深めることが望ま

しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 284 - 

■AE094 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育史 １ 

(History of Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史の中から現在の教育が見える 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の教育状況が、近代日本の歴史的な展開の上に成り立っていることを理解し、教育を歴史的に考える観方や方法を学習す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

暗記する歴史ではなく、考える歴史を目指したい。 

 

政治や経済の影響を受けながら、教育は独自の領域を歴史に刻んでいる。近代社会における教育の役割と機能を明らかにしつ

つ，歴史的な方法によって戦後 73 年目を迎えた「教育の現在」を発見する試みを行っていく。 

 

そのためにも、教育理念と学校制度の展開のうえに教育改革を位置づけながら、特に教育勅語や戦争と教育とのありようについ

ては、受講者とも共同で考えていきたい。 

 

日本の近代教育の通史的な理解を深めるため、本講義では、以下のテーマを取り上げる予定でいる。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近世の庶民教育―特に文字学習に注目して 

3. 明治初年の教育―近代化への始動 

4. 学問と教育の関係史（1）―初代文部大臣・森有礼の役割 

5. 学問と教育の関係史（2）―南北朝正閏問題の意味 

6. 教育理念の歴史（1）―画期としての教育勅語発布 

7. 教育理念の歴史（2）―国民統合と「知」の再配分 

8. 近代学校の成立とその批判的展開―大正自由教育 

9. 鈴木源輔という教師の歩み―自由教育実践から錬成教育へ 

10. .総力戦体制と教育（1）―国民学校の誕生 

11. 総力戦体制と教育（2）―軍人援護教育 

12. 敗戦と教育（1）―未完の戦後教育改革 

13. 敗戦と教育（2）―戦争孤児の戦後史 

14. まとめと戦後教育への展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献での予習および授業時に配布するプリントの復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 片桐芳雄・木村元、2010、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE095 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教育哲学 １ 

(Philosophy in Education 1) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育哲学の概論的な講義を行います。教育哲学の基本的知識を獲得しながら、教育とは何かについて考察を深めることを目的

とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育についての哲学的理論を概説しながら「人間にとって根源的には教育とは何か、どのような意味があるのか」という問いと

「現代社会における政治・経済・市民生活の中で教育をどう位置づけるのか」という問いについて考えてゆきます。講義とグルー

プ・ディスカッション、クラス・ディスカッションを併用して進めていきます。これまでの自分の常識を疑う態度を身につけてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講義の内容と進め方、評価の仕方） 

哲学とは何か 

2. 教育は何のためにあるのか（１） 

3. 教育は何のためにあるのか（２） 

4. 誰が教育するのか（１） 

5. 誰が教育するのか（２） 

6. 学校で何を教えるのか（１） 

7. 学校で何を教えるのか（２） 

8. 道徳は教えられるか（１） 

9. 道徳は教えられるか（２） 

10. どういう教育が平等か（１） 

11. どういう教育が平等か（２） 

12. 考える教育はどうすれば可能か（１） 

13. 考える教育はどうすれば可能か（２） 

14. まとめと講義内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを利用して資料を提示しますので、事前に読んでおくことが必要条件です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/講義内提出物(40%)/ディスカッションへの参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2011、『道徳を問いなおす』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

2. 河野哲也、2014、『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:4309624693) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義と視聴覚教材を使い、ディスカッションと筆記など自分で考え、表現することを大切にします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１ 

(Seminars in Education J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「社会」とは何か－個人と社会の関係論 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育事象に対する社会学的な見方の獲得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献読解を中心とした演習であり、「読む」「議論する」「書く」という営みを通して、社会学の基本的な考え方を習得し、教育現象を

読み解く方法の獲得をめざす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 自己紹介と問題関心の表明 

2. 講義：社会学とは何か（１） 

3. 講義：社会学とは何か（２） 

4. 文献講読＆報告＆議論 

5. 文献講読＆報告＆議論 

6. 文献講読＆報告＆議論 

7. 文献講読＆報告＆議論 

8. 文献講読＆報告＆議論 

9. 文献講読＆報告＆議論 

10. 文献講読＆報告＆議論 

11. 文献講読＆報告＆議論 

12. 文献講読＆報告＆議論 

13. 文献講読＆報告＆議論 

14. 総括討論会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連文献や資料はブラックボードにアップするので、あらかじめ読んでから演習に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内活動（報告内容や議論への参加など）(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ２ 

(Seminars in Education J2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会現象を解読する方法の獲得 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育事象に対する社会学的な見方と方法の獲得をめざす。期末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献読解を中心とした演習であり、「読む」「議論する」「書く」という営みを通して、社会学の基本的な考え方を習得し、教育現象を

読み解く方法の獲得をめざす。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 最終レポートのテーマ報告会（１） 

2. 最終レポートのテーマ報告会（２） 

3. 最終レポートのテーマ報告会（３） 

4. 文献講読＆報告＆議論 

5. 文献講読＆報告＆議論 

6. 文献講読＆報告＆議論 

7. 文献講読＆報告＆議論 

8. 文献講読＆報告＆議論 

9. 文献講読＆報告＆議論 

10. 文献講読＆報告＆議論 

11. 文献講読＆報告＆議論 

12. 討論会（１） 

13. 討論会（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連文献や資料はブラックボードにアップするので、あらかじめ読んでから演習に参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業内活動（報告内容や議論への参加など）(70%) 

最終レポート（ゼミ論）は、12000字以上とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ３ 

(Seminars in Education J3) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①「みんなちがってみんないい」ではなく、同じ顔ぶれで持続的に問題を共同探求するゼミ独特の学び方に習熟する。②私たちの

現在を強く規定する近い過去である日本現代史に関する通史的な見通しをもつ。高度経済成長と 1990 年代以降の新自由主義

「構造改革」によって日本社会は大きくその姿を変えたとの歴史認識を獲得する。③歴史的経験に即して時代と社会を考える民

衆史研究の面白さを体感する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期は文献の輪読が中心となる。現代日本社会に関する初学者向けの通史をテキストを、同時代の歴史史料（映像を含む）や

研究論文を参照しながら、丁寧に検討する。社会教育や社会運動を歴史的な文脈のなかで理解するための基礎作業である。そ

の合間を見て、社会運動や市民活動の現場へのフィールドワークや現代日本社会をテーマにした歴史展示施設を見学に出かけ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献の検討 

3. 文献の検討 

4. 文献の検討 

5. 文献の検討 

6. 文献の検討 

7. 文献の検討 

8. 文献の検討 

9. 文献の検討 

10. 文献の検討 

11. 文献の検討 

12. 文献の検討 

13. 文献の検討 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示をする。課題文献はかならず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への取り組み(60%) 

出席は単位取得の前提である。特別な事情がない限り欠席はしないこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大門正克、2009 年、『ジュニア 日本の歴史 7 』、小学館 (ISBN:978-4092930179) 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生との相談のうえ、昨年度と同様に今年度も夏期休暇期間を使ってフィールドワークにでかける。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ４ 

(Seminars in Education J4) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒論を視野におきつつ、主体的契機をかけてゼミ論を執筆し、完成させる。そのために必要な研究方法や問題意識を鍛える。期

末にレポート（12,000 字）を提出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個人研究発表が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献購読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 個人研究発表 

7. 個人研究発表 

8. 個人研究発表 

9. 個人研究発表 

10. 個人研究発表 

11. 個人研究発表 

12. ゼミ論文の執筆について 

13. ゼミ論文の執筆について 

14. 総括と今後の計画 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゼミ論文の執筆に際して個人面談を実施する。ゼミである以上、授業時間外の予習・復習の労力を惜しんではならない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(30%)/発表への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺潤・宮入恭平（編著）、2013、『「文化系」学生のレポート・卒論術』、青弓社 (ISBN:978-4-7872-9212-4) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミ論執筆に際してテーマは自由であるが、担当者が指導しやすい領域とそうではない領域があることは留意してほしい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ７ 

(Seminars in Education J7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に学校における教育事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作成の

ための文章表現を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。ある教育事象について，歴史社会学（場合によっては文化史，

心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読します。併せて，発表のための作法，レポート作成のための文

章表現の指導も行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの進め方・検討予定文献の紹介 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 文献講読と討論 

8. 情報検索講習 

9. 学術的な文章の作法 

10. 文献講読と討論 

11. 文献講読と討論 

12. ゼミレポート構想発表と討論 

13. ゼミレポート構想発表と討論 

14. ゼミレポート構想発表と討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の１週間前までに、初回の授業で使用する文献を Blackboardにアップします。これを読んだ上で初回授業に参加してく

ださい。また、毎回検討予定の文献および関連資料等の読解を行った上で、積極的に討論に参加してください。加えて、担当にな

った場合には、レジュメの作成およびディスカッションポイントの抽出を行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポートおよびレジュメ(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。参考文献ともに、その都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ８ 

(Seminars in Education J8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学：学校教育を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に学校における教育事象について，歴史社会学の視点から考察するための方法を学びます。併せて発表の作法，論文作成の

ための文章表現を学びます。期末にレポート（12,000 字以上）を提出します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

読むこと，議論すること，書くことを基本とした活動内容とします。ある教育事象について，歴史社会学（場合によっては文化史，

心性史，社会史を含める）の視点から考察するための文献を講読します。その上で，史資料収集の方法を学び，実践します。併

せて，論文作成のための文章表現の指導も行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：検討予定文献の紹介・担当者の決定 

2. 文献講読と討論 

3. 文献講読と討論 

4. 文献講読と討論 

5. 文献講読と討論 

6. 文献講読と討論 

7. 文献講読と討論 

8. 史料収集の方法論 

9. 文献講読と討論 

10. 文献講読と討論 

11. ゼミ論構想発表と討論 

12. ゼミ論構想発表と討論 

13. ゼミ論構想発表と討論 

14. 演習のまとめと卒論執筆に向けて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員：検討予定の文献および関連資料等の読解（毎回）。 

担当者：レジュメ作成およびディスカッションポイントの抽出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポートおよびレジュメ(30%)/議論への貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めません。参考文献ともに、その都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ９ 

(Seminars in Education J9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育実践史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
須田 将司(SUDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後も 70 年以上過ぎた日本の戦後教育史。政治・経済・文化の大きな変化のなかで、教師や学校がそれぞれ課題を抱えた時

代にどんな「挑戦」をしてきたのかを明らかにしていきたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戦後直後から今日に至るまで、戦後直後の価値転換期、日本人の生活様式・発想様式を根本から変革した高度経済成長期、そ

して新自由主義と新保守主義により進行している現在の教育改革に焦点をあてながら、「戦後」という時代を考えていく。 

その際、通史的な理解と同時に、学力問題や「ゆとり」、あるいは教育格差など現代につながる問題についても、その背景やマス

コミ報道の影響などを踏まえて、問題の本質に迫っていく。その作業を通して、教育および人間についての広い視野を獲得し、鋭

い批判力としなやかな思考力とを身につけていきたい。 

また、8 月下旬から 9 月初旬に夏合宿を計画し、春学期の総括的なまとめと秋学期の学習計画を準備したい。この合宿には全員

参加を原則とする。 

自由な雰囲気で闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを深めていき

たい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・自己紹介 

2. 文献についての解説および役割分担 

3. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 文献購読およびプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. まとめと今後の課題 ―夏合宿に向けて― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

文献テキストの事前学習は必須。 

毎回の授業の感想コメントも必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および質問や討論、感想など授業への積極的な参加(60%)/個別発表の準備と内容(30%)/最終レポートの内容(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 片桐・木村編、2017、『教育から見る日本の社会と歴史』、八千代出版 (ISBN:978-4-8429-1698-9) 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎・前田編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１０ 

(Seminars in Education J10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後教育史に学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期の「戦後教育史に学ぶ」と同じ。期末にレポート（12,000字）を提出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の文献購読やグループ発表の学習の中から、自分なりのテーマを導き出し、そのテーマを深めながら、個人あるいはグル

ープによる発表形式の授業を重ねていく。 

 

発表については、事前に発表計画を担当教員に相談しつつ、文献検索の方法、資料収集やインタビュー調査の実施、レジュメ作

成の方法、それに基づくゼミでのプレゼンテーションの仕方、批判的コメントの作成など、多方面な訓練を心がけたい。 

 

グループ発表に際しては、本発表に至るサブゼミでの活動が期待される。それぞれのテーマを深めるうえで必要な学術論文に多

く接し、精読できるようにしたい。特に当時の第１次資料やデータ収集のリファレンスワークの習熟もはかりたい。 

 

各自の発表を文章化したゼミ論文集の作成を、最終的な目標とする。 

引き続き自由な雰囲気で、闊達な学習集団を創ることで、また相互理解を深めた生活集団として成長することで、ゼミのテーマを

深めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究課題についての解説および役割分担 

3. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 1 

4. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 2 

5. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 3 

6. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 4 

7. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 5 

8. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 6 

9. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 7 

10. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 8 

11. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 9 

12. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 10 

13. 研究課題についてのプレゼンテーション・ディスカッション 11 

14. ゼミ論作成についてのガイダンスとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ発表になる場合は、サブゼミを開催する。 

発表課題についての事前学習は必須 

毎回の授業の感想コメントも必須。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および質問や討論、感想など授業への積極的な参加(70%)/ゼミ論の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度、授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AE111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１１ 

(Seminars in Education J11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。前半では、現代倫理テキスト（ジェームズ・レイチェルズ

『現実をみつめる道徳哲学：安楽死からフェミニズムまで』）を講読して、ディスカッションします。学生が中心になって、テキストの

要約、問題提起、ディスカッションを行います。後半は自分のテーマに関する発表を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方、発表とレジュメの作り方、ディスカッションの方法 

2. 学生発表・ディスカッション①：レイチェルズ１～２章 

3. 学生発表・ディスカッション②：レイチェルズ３～４章 

4. 学生発表・ディスカッション③：レイチェルズ５～６章 

5. 学生発表・ディスカッション④：レイチェルズ７～８章 

6. 学生発表・ディスカッション⑤：レイチェルズ９～１０章 

7. 学生発表・ディスカッション⑥：レイチェルズ１１～１２章 

8. 学生発表・ディスカッション⑦：レイチェルズ１３～１４章 

9. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑧：学生の自己テーマ 

10. 学生発表・ディスカッション⑨：学生の自己テーマ 

11. 学生発表・ディスカッション⑩：学生の自己テーマ 

12. 学生発表・ディスカッション⑪：学生の自己テーマ 

13. 学生発表・ディスカッション⑫：学生の自己テーマ 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表とディスカッション中心の講義になり、自分の関心に沿って、発表とレポートを相互に批評し合いますので、毎回の準備を怠

らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表とディスカッションへの参加(50%)/中間レポート(20%) 

中間レポート・最終レポートは必ず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジェームズ・レイチェルズ、2003、『現実をみつめる道徳哲学―安楽死からフェミニズムまで』、晃洋書房 (ISBN:4771014396) 

2. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１２ 

(Seminars in Education J12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

このゼミは、教育哲学をテーマとして、①体験を広げる、②対話する力、コミュニケーションする力を養う、③自分自身で考えられ

るようになることを目標とします。期末にレポート（12,000 字）を提出します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、以下のテーマについて、学生の発表を中心に進めます。（１）哲学と教育、（２）特別支援教育、（３）道徳と教育。ゼミ

は、グループに分けて発表をして、対話することを中心にして進めます。これらのテーマについて、学生が中心になって自分のテ

ーマに関する発表を行い、ディスカッションします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、自己紹介、授業の進め方とスケジュール 

2. 学生発表・ディスカッション① 

3. 学生発表・ディスカッション② 

4. 学生発表・ディスカッション③ 

5. 学生発表・ディスカッション④ 

6. 学生発表・ディスカッション⑤ 

7. 学生発表・ディスカッション⑥ 

8. 中間レポート提出 

学生発表・ディスカッション⑦ パワーポイントによる発表 

9. 学生発表・ディスカッション⑧ パワーポイントによる発表 

10. 学生発表・ディスカッション⑨ パワーポイントによる発表 

11. 学生発表・ディスカッション⑩ パワーポイントによる発表 

12. 学生発表・ディスカッション⑪ パワーポイントによる発表 

13. レポートの検討とディスカッション 

14. 最終レポート提出、まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表とディスカッション中心の講義で、発表は４回ほど機会があります。自分の関心にそって、発表とレポートを相互に批評し合い

ますので、毎回の準備を怠らないでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表とディスカッションへの参加(50%)/中間レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松本茂・河野哲也、2007、『大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法』、玉川大学出版部 (ISBN:4472403439) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１３ 

(Seminars in Education J13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の（と）中動態・pt.1 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）テキストを読解してレジュメに起こすというプロセスを通して、調べることと伝えることの間をどう埋めていくか、というプレゼンテ

ーションの技法を習得する。 

（2）専門的な研究書の読解に習熟する。 

（3）文献を適切に引用したレポートを書く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年盛んに議論されている「中動態」を「教育（学）」で読み解く試み。春学期は、森田亜紀『芸術の中動態』、國分功一郎『中動態

の世界』を中心に講読する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと発表分担の決定。 

2. ゼミの前提となる基礎的な文献の講読 

3. 『現代思想 特集・木村敏』における木村敏と森田亜紀の対談記事 

4. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・第 1・2 章 

5. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・第 3・4 章 

6. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・第 5・6 章 

7. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・第 7・8 章 

8. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・第 9・10 章 

9. 森田亜紀『芸術の中動態』の講読・終章／『現代思想』における國分功一郎と熊谷晋一郎の対談記事 

10. 國分功一郎『中動態の世界』の講読・第 1・2 章 

11. 國分功一郎『中動態の世界』の講読・第 3・4 章 

12. 國分功一郎『中動態の世界』の講読・第 5・6 章 

13. 國分功一郎『中動態の世界』の講読・第 7・8 章 

14. 國分功一郎『中動態の世界』の講読・第 9 章／春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）受講者全員がも事前に文献の該当部分を読んで、ポイントや議論したい点などを整理しておくこと。報告者を一人に定めず、

全員がメモ的なレジュメを用意し、議論を行うので、長時間の予習が必要になる。 

（3）各回の授業の後は、最終レポートに向けて自主的に文献を検索し、テーマを設定できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業での発表と議論への貢献度。(60%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価。最終レポート（6,000 字以上）を提出しないと D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森田亜紀、2013、『芸術の中動態』、萌書房 (ISBN:9784860650735) 

2. 國分功一郎、2017、『中動態の世界』、医学書院 (ISBN:9784260031578) 

その他の講読文献『成長なき時代の「国家」を構想する』および『反官反民 中野剛志評論集』は絶版なので、コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小笠原喜康、2009、『新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784062880213) 

『レポート・論文術』は、未購入の場合は必ず購入すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）少人数ゼミなので、ゼミ中に全員が活発に発言することを求める。 

（2）ゼミの議論を深めていくために、ゼミ生それぞれが自分のゼミでの役割がどういうものかを徐々に自覚しながら、「自分にしか

できないこと」をゼミの中で積極的にしていくこと。 
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注意事項（Notice） 
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■AE114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１４ 

(Seminars in Education J14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の（と）中動態・pt.2 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）専門書をクリティカルに読むことを通して、自身の問題意識を明確にする。 

（2）専門的な研究書の読解に習熟する。 

（3）ゼミ論文（12,000 字）を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年盛んに議論されている「中動態」を「教育（学）」で読み解く試み。春学期は、「中動態」に着眼した言語学者らの文献、森田亜

紀氏が具体的なケースとして挙げた「弱いロボット」に関する文献を講読する予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーションと発表分担の決定。 

2. 春学期に積み残した文献の講読（1） 

3. 春学期に積み残した文献の講読（2） 

4. 『現代思想』（2017.7）における國分功一郎と千葉雅也の対談記事の講読 

5. バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』の講読（1） 

6. バンヴェニスト『一般言語学の諸問題』の講読（2） 

7. バルト『言語のざわめき』の講読（1） 

8. バルト『言語のざわめき』の講読（2） 

9. 岡田美智男『弱いロボット』の講読（1） 

10. 岡田美智男『弱いロボット』の講読（2） 

11. 岡田美智男『〈弱いロボット〉の思考』の講読（1） 

12. 岡田美智男『〈弱いロボット〉の思考』の講読（2） 

13. 岡田美智男『〈弱いロボット〉の思考』の講読（3） 

14. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）受講者全員が事前に文献の該当部分を読んで、ポイントや議論したい点などを整理しておくこと。報告者を一人に定めず、全

員がメモ的なレジュメを用意し、議論を行うので、長時間の予習が必要になる。 

（3）各回の授業の後は、最終レポートに向けて自主的に文献を検索し、テーマを設定できるようにしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミ論文(40%)/毎回の授業での発表と議論への貢献度。(60%) 

4 回欠席した時点で D 評価。ゼミ論文（12,000 字以上）を提出しないと D 評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡田美智男、2017、『〈弱いロボット〉の思考 わたし・身体・コミュニケーション』、講談社 (ISBN:9784062884334) 

その他の講読文献はコピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小笠原喜康、2009、『新版 大学生のためのレポート・論文術』、講談社現代新書 (ISBN:9784062880213) 

『レポート・論文術』は、未購入の場合は必ず購入すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）少人数ゼミなので、ゼミ中に全員が活発に発言することを求める。 

（2）ゼミの議論を深めていくために、ゼミ生それぞれが自分のゼミでの役割がどういうものかを徐々に自覚しながら、「自分にしか

できないこと」をゼミの中で積極的にしていくこと。 

（3）進行状況によっては、若干講読する文献を変更する可能性がある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１５ 

(Seminars in Education J15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習１ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Report Exam)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2009、『時代を拓いた教師たちⅡ』、日本標準 (ISBN:4820804227) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て，講義内容などを変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 303 - 

■AE116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１６ 

(Seminars in Education J16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育方法学演習２ 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学が射程にする授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論の領域の文献講読を通して、理論的枠組みを理解する。

教育の諸問題について、何となくの感じや世間話的な教育論で語るのではない、教育方法学の知見に基づいた議論を積極的に

行った上で、論文を作成することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

立派な教育論を語っても、それを実現するための内容や方法がなければ、子どもたちを教育することはできない。教育方法学

は、その内容や方法を検討する学問である。「よい授業とは何か」「子どもたちはどのような学力（能力）を身につけるべきか」「そ

の学力をどのように評価するべきか」ということについて関心を持つ受講生と、国内外の理論や実践を検討することを行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：ゼミの進め方 

2. 文献講読と発表および討論 

3. 文献講読と発表および討論 

4. 文献講読と発表および討論 

5. 文献講読と発表および討論 

6. 文献講読と発表および討論 

7. 文献講読と発表および討論 

8. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

9. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

10. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

11. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

12. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

13. 自分の関心ある研究テーマ発表・討論／模擬授業＋検討会 

14. まとめ・レポート検討会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読み、授業時間内に検討したい疑問や問題点を考えておくこと。発表者はきちんと準備すること。グルー

プ発表の場合は、メンバーと協力して発表準備に当たること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Report Exam)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

発表者が、発表当日に欠席することは原則認められない。その場合は、単位を認定しない。 

 

テキスト（Textbooks） 

講義内で適宜指示・配布する。学生がテキストを選択し、それを全員で講読する場合もある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て，講義内容などを変更する場合がある 

 

注意事項（Notice） 
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■AE117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１７ 

(Seminars in Education J17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対する心理学的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対する社会（文化）歴史的アプローチによる心理学的知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の発達と学習を理解する上で必要とされる基本文献を事前購読し、ゼミ内で議論する。各事前課題についてはショートエッセ

イを書き、それに基づいて他者と議論を深める。ゼミ外でも疑問点を図書館等で調べ、問いを探求することが求められる。読むこ

と、書くこと、議論することを通して、大学生としてのアカデミックリテラシーの基本的な学習の場となる。受講者には積極的な参加

が望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献の中でも特に以下の文献は早めに読んでおくことが望まれる。 

石黒広昭編著 文化と実践 

石黒広昭編著 社会文化的アプローチの実際 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

各課題論文に対するショートエッセイと授業終了時に 5000 字程度のレポートの提出が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で必要に応じて指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 

2. 石黒広昭、2010、『文化と実践』、新曜社 

3. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 

4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 

6. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 
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注意事項（Notice） 
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■AE118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｊ１８ 

(Seminars in Education J18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の発達と学習の過程に対するプロジェクトワーク 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、各自で問いを立ててプロジェクトワークを行い、研究報告書（12,000 字）を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者の興味関心に基づいて、人間の発達と学習の過程に対して研究課題を設定し、プロジェクトワークを行う。文献や実証調

査によって調べる、そして、ゼミの内外で他者と議論するといった二つの活動が循環することで研究が深まることが期待される。

研究の完成時には研究成果報告会が実施され、最終的に研究報告書が作成される。研究報告書はゼミ論集として編纂され、配

布される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本課題の確認 

3. 基本課題の確認 

4. 基本課題の確認 

5. 調査と討論(文献調査含む） 

6. 調査と討論(文献調査含む） 

7. 調査と討論(文献調査含む） 

8. 調査と討論(文献調査含む） 

9. 調査と討論(文献調査含む） 

10. 調査と討論(文献調査含む） 

11. 調査と討論(文献調査含む） 

12. 調査と討論(文献調査含む） 

13. 最終研究報告 

14. 最終研究報告 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献や資料の事前検討、調査準備、調査報告書の作成（学科統一課題として 12,000字の報告書を提出）をする。 

レポート提出前にゼミ研究成果報告会を開催する予定である。 

また、学外での学習支援、発達支援活動を紹介することがあるので希望者は積極的に参加することが望まれる。理論と実践の関

係を考えることができるであろう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/調査活動(50%)/討議(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-053088-0) 

2. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 

3. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 

4. 石黒広昭、2008、『保育心理学の基底』、萌文書林 

5. 石黒広昭、2001、『AV機器を持ってフィールドへ』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE221／教育調査実習 １ 

(Survey and Field Study in Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育心理学調査実習１ 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトの学習過程を研究するための基本的な心理学的手法を習得し、調査論文の書き方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日常行為の観察と分析を通してヒトが無自覚的に行っている学習過程を明らかにする。はじめに模擬課題を行い、ある程度観察

と分析手法を理解したところで、各自の関心に基づいてテーマを決めた研究をはじめる。履修者数によってはグループワークとな

ることもある。コンピュータを利用した調査手法の基礎を体験し、調査レポートの作成手法についても学ぶことになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育心理学調査実習の概要説明 

2. 行為分析（説明と研究計画） 

3. 行為分析（データ収集練習） 

4. 行為分析（データ分析練習） 

5. 行為分析（データ分析練習） 

6. 行為分析（レポート作成練習） 

7. 行為分析（自主課題設定ー問題と目的） 

8. 行為分析（データ収集） 

9. 行為分析（分析） 

10. 行為分析（分析） 

11. 行為分析 (結果をまとめる） 

12. 行為分析 (結果をまとめる） 

13. 行為分析 (プレゼンテーションの準備） 

14. 行為分析 (報告） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習をしたり、データ収集、データ分析をすることがあるので十分な学習時間を確保して臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加（出席・報告・討議）(30%)/授業外での資料作成(データ収集と分析など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

出席が重視される。4 回以上の欠席の場合には評価対象とならない。また、遅刻は二回で一回の欠席となる。 

Blackboard上でデータ分析やレポートの提出を行うので頻繁に確認すること。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE222／教育調査実習 ２ 

(Survey and Field Study in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
インタビュー分析 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

インタビューの技法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

他者の経験から学ぶことは他の動物に見られない人間の基本特性である。インタビューを通して他者の経験を知るという新鮮な

体験をすることになろう。授業の中でインタビューの技法を学び、最終的に調査報告書を作成する。コンピュータを利用した調査

手法の基礎を体験し、調査レポートの作成手法についても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インタビュー調査概説 

2. インタビュー調査の予備的実施 

3. インタビュー調査研究の計画について 

4. インタビュー調査研究の実施について 

5. インタビュー調査研究の多様性について 

6. インタビュー調査研究の質について 

7. インタビュー調査研究の文字起こしについて 

8. インタビュー調査研究の分析について 

9. インタビュー調査研究の妥当性と一般化について 

10. インタビュー調査研究の報告について 

11. インタビュー調査研究の実施 

12. インタビュー調査研究の実施 

13. インタビュー調査研究の実施 

14. インタビュー調査研究結果のショートプレゼンテーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外で文献学習、データ収集、データ分析をすることになるので十分な学習時間を確保すること。教科書を入手し、事前に第 3

章まで読んでおくことが望ましい。遅くとも第２回授業までには必ず読んでおくこと。以後の章についても該当する内容の授業前に

順次読み進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での作業、討議(20%)/授業外での資料作成(データ収集や分析など）(40%) 

授業の最後に調査報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スタイナー・クヴェール、2016、『質的研究のための「インター・ビュー」』、新曜社 (ISBN:4788514753) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2001、『AV機器をもってフィールドへ』、新曜社 

2. マーカス・バンクス、2016、『質的研究におけるビジュアルデータの使用』、新曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内の指示に従ってその後の作業を行うため、出席が重視される。 

Blackboard上でデータ分析やレポートの提出を行うことがあるので確認すること。 

教育調査実習 1(教育心理学系）を履修することが望ましい。取扱い内容は年度毎に違うので関心がある者は重ねて履修するこ

ともよいだろう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE223／教育調査実習 ３ａ 

(Survey and Field Study in Education 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
＜教えること＞の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
山田 鋭生(YAMADA TOKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

我々は＜教えること＞と無縁ではいられない。人が生まれた瞬間から親子関係の中で＜教えること＞が行われ、それは学校教

育を経て大学においても続けられることだし、日常生活の中でも行われる。＜教えること＞は我々の社会を維持・再生産するため

の根本現象であるといってもよいだろう。本授業は、そのような＜教えること＞を観察・分析する手法を習得することを目標とす

る。具体的には、ビデオカメラによって収集したビデオデータや、映像メディアを収集し、その中の相互行為を社会学的に分析す

ることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、授業の前半では相互行為分析の基本的事項の解説を行う。そして、中盤から後半にかけてはグループごとに実際にデータ

の収集を行い、そのデータを共有しつつデータセッションなどを行って分析を精緻化していく。分析対象となるデータの例としては

以下のようなものが挙げられるだろう。 

①実際に生起した授業場面のビデオデータ（自分で授業場面を撮影する） 

②WEB上や DVD 等で公開されている授業場面（あらかじめ他者が撮影した授業場面） 

③家族、友人間、サークル内などの日常的場面（それらの場面を自分で撮影する） 

最終的にはデータと分析結果をレポートにまとめることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：フィールドワークのなかのビデオデータ 

2. ビデオデータへのアプローチ①：日常的場面の相互行為 

3. ビデオデータへのアプローチ②：授業場面の基本的構造 

4. ビデオデータへのアプローチ③：授業場面での「工夫」 

5. ビデオデータへのアプローチ④：「学級」に教えるということ 

6. 調査グループ編成・調査計画についてのグループディスカッション 

7. 調査計画の立案 

8. 調査計画の報告①：前半のグループ 

9. 調査計画の報告②：後半のグループ 

10. データセッション①：前半のグループ 

11. データセッション②：：後半のグループ 

12. 調査計画の再検討 

13. 調査報告①：前半のグループ 

14. 調査報告②：後半のグループ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の授業について予習・復習を行うことが必須となる。具体的には、調査計画の報告やデータセッションの準備、先行研究のレ

ビューや分析概念の理解のために授業内で紹介した文献・論文の購読である。本授業では実際にフィールドに出かけて調査を

行う必要がでてくるため、受講者には授業時間外での準備・調査に多くの時間をかけてもらうことになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内外での課題提出・報告(60%) 

授業の欠席は基礎的知識の欠落を招き、グループ調査に支障をきたすため、欠席が 3 回に達した場合には原則として履修継続

を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北澤毅・古賀正義編、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 

2. 北澤毅・間山広朗編、2018、『教師のメソドロジー』、北樹出版 
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3. 南出和余・秋谷直矩、2013、『フィールドワークと映像実践 研究のためのビデオ撮影入門』、ハーベスト社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE224／教育調査実習 ４ａ 

(Survey and Field Study in Education 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
＜伝わること＞の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
間山 広朗(MAYAMA HIROO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 何かが＜伝わる＞という現象は不思議だ。情報は、伝える側が工夫すれば受け取る側に伝わる、と思われるかもしれない。だ

が、「面白いこと」や「ひどいこと」などはどのようにして感情を伴って伝わるのか。「面白いよ」と前置きすると面白くなくなる。 

 情報を伝えるプロフェッショナルのひとつ、マスメディアは何を行っているのだろう。本授業では、「教育とメディア」を大きなテー

マとして質的調査を実践する。質的調査法は、①インタビュー・②観察・③相互行為分析・④ドキュメント分析に大別されるが、本

授業では、特に②③④の手法を使用する。一定程度受講生の関心に応じた具体的なテーマ毎にグループを組み、メディア（マス

メディア・Web等）で表象される広義の教育現象をデータ収集し分析する調査を、受講生が実践することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 グループで「教育とメディア」の接点を探ることができるならば、テーマは任意に設定して構わないが、まずは下記の３テーマを

推奨する。授業序盤でこれらについての基礎知識を扱い、それに基づいて調査に移行しやすいようにデザインしている。 

(1)教育問題とメディア：具体的な教育問題としてのいじめ問題の展開を理解した上で、メディア報道や web等をデータ収集し、質

的分析を試みる。 

(2)授業とメディア：学校授業の構造を理解した上で、テレビ番組等から魅力的な授業構成の秘訣を探る。また、授業そのものもデ

ータとしてメディア表象と比較しても良い。 

(3)テレビと教育：報道番組・情報番組・バラエティ・ノンフィクション・フィクションなど、ジャンルは問わないが番組で表象される「教

育」現象を読み解き、意義のある知見を見出す。 

 いずれにせよ、「意義のある知見」を見出せる調査・分析が課題となるが、その課題をクリアできるならば、上記から派生する応

用的テーマの設定は多様にあり得る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. シラバスの確認・仮グループ分け・質的調査法の基礎 

2. 基礎知識(1)：授業分析 

3. 基礎知識(2)：いじめ問題研究 

4. 基礎知識(3)：報道分析 

5. メディアと教育の接点：テレビ番組を中心に 

6. 小テストと調査グループ設定 

7. 調査計画ディスカッション 

8. 調査計画の検討(1)：教育問題 

9. 調査計画の検討(2)：授業・テレビ 

10. データセッション(1)：教育問題 

11. データセッション(2)：授業・テレビ 

12. データセッションに基づく追加調査計画 

13. 調査経過報告と検討(1)：教育問題 

14. 調査経過報告と検討(2)：授業・テレビ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の授業内容に関する予復習（とりわけ準備）が必要である。調査テーマに関する基礎知識の習得が調査実施の条件となる

ため、第６回前後に予備知識を確認する小テストを実施し、それに基づいてグループ分けを確定する。また、グループ調査のため

に授業外で一定以上の準備を必要とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出課題（授業内・Blackboard）(40%)/授業内小テスト(20%)/最終レポート(40%) 

なお、欠席による基礎知識習得の差や議論不足はグループ調査活動に支障をきたす恐れがあることに留意してほしい。本授業

では、第 2 回以降の欠席は、原則として理由の内容を問わずに 3 回目から 10%ずつ減点する（欠席が 5 回に達した場合、単位

取得がおそらく困難になる）。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 北澤 毅・古賀正義編、2008、『質的調査法を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790713334) 

2. 北澤 毅、2015、『「いじめ自殺」の社会学―「いじめ問題」を脱構築する』、世界思想社 (ISBN:4790716503) 

3. 伊藤茂樹、2014、『「子どもの自殺」の社会学―「いじめ自殺」はどう語られてきたのか』、青土社 (ISBN:4791768019) 

4. 黄 菊英、2014、『クイズ化するテレビ』、青弓社 (ISBN:4787233769) 

5. 北澤毅・間山広朗編、2018、『教師のメソドロジー』、北樹出版 

北澤毅・間山広朗編『教師のメソドロジー』北樹出版（2018 年 4月刊行予定）は、特に第２部５・６・７章を参照のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE225／教育調査実習 ３ｂ 

(Survey and Field Study in Education 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー史入門 

担当者名 

（Instructor） 
嶽本 新奈(TAKEMOTO NIINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治・大正時代に起こった女性の性や身体をめぐる論争の資料を読み、ジェンダー的視点にたった資料の読解方法を学ぶ。 ま

た当時の論争が現代にどのように断続しているのかを検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、明治・大正時代に起こった「貞操論争」、「堕胎論争」、「廃娼論争」に関する資料を丁寧に読み込みながら、当

時の女性たちが置かれていた社会的状況を一緒に検討する。その際、ジェンダー的視点に立って資料を読解する方法を身につ

けられるようにする。授業の後半では、それまでに学んできた視点を活かしながら、現代社会における自分が関心を持つテーマ

について調べて、発表をしてもらう。発表にあたっては、授業外の時間を用いて調査実習してもらい、その成果を授業で報告し、

お互いに批評し合う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと文献・資料の探し方 

2. 「貞操論争」について（１） 

3. 「貞操論争」について（２） 

4. 「貞操論争」について（３） 

5. 「堕胎論争」について（１） 

6. 「堕胎論争」について（２） 

7. 「堕胎論争」について（３） 

8. 「廃娼論争」について（１） 

9. 「廃娼論争」について（２） 

10. 「廃娼論争」について（３） 

11. 報告の準備作業（１） 

12. 報告の準備作業（２） 

13. 成果報告会（１） 

14. 成果報告会（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に文献講読や調査を実施し､ 授業での発表準備にあたることが求められる｡ 授業時間外の学習は必須である｡調査

のために必要な参考文献と資料はその都度紹介する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への取り組み(30%)/成果報告会の内容(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 折井美耶子編集／解説、1991、『資料 性と愛をめぐる論争』、ドメス出版 (ISBN:4810703193) 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで参考文献リストを配布する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE226／教育調査実習 ４ｂ 

(Survey and Field Study in Education 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
運動資料の調査と活用 

担当者名 

（Instructor） 
山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2010 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

住民・市民運動の資料を調査し、そこに現われる教育的事象を読み取り分析する手法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育が行われる場は学校だけではない。とりわけ成人期以降の人間の社会的形成には、その人が遭遇し体験するさまざまな出

来事が大きな影響力をもつ。本授業では、住民・市民運動という人びとの社会的な取り組みのなかに成立する教育的営為につい

て、その研究に必要な調査ならびに分析の手法を実際の資料にあたりながら学ぶ。取り上げる資料は、立教大学共生社会研究

センター所蔵の練馬母親連絡会関係資料である。前半の授業では、この資料をはじめ運動資料一般についての講義や、関連す

る文献の講読、共生社会センターの見学などを行う。その間に各自が関心にそってテーマを立て、資料を選び調査を進め、後半

の授業でその成果を報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 運動資料について 

3. 立教大学共生社会研究センターの見学 

4. 使用する資料について 

5. 関連文献の講読（１） 

6. アーカイブズについて 

7. 資料調査と調査テーマについて 

8. 関連文献の講読（２） 

9. 関連文献の講読（３） 

10. 調査報告会（１） 

11. 調査報告会（２） 

12. 調査報告会（３） 

13. 調査報告会（４） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献講読や調査、それに基づく発表準備といった、授業時間外の学習は必須である。また調査において資料の使用が不可欠な

ので、授業時間外に共生社会研究センターを訪ねて資料にあたることが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業への取り組み(30%)/調査報告の内容(30%) 

欠席が３回を超えたものに関しては、原則として履修継続を認めない。遅刻２回で１回分の欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 練馬女性史を拓く会編、2003〜2017 年、『始まりはひとりから 練馬の女性たちの記録 聞き書き編１〜３、総論編１〜４』、練

馬女性史を拓く会 

2. 千野陽一監修、社会教育推進全国協議会編、2015 年、『現代日本の社会教育〈増補版〉 社会教育運動の展開』、エイデル研

究所 

3. 『社会文化研究』編集委員会編、2016 年、『社会文化研究第 18 号（特集 市民運動の記録と記憶ー時代をアーカイブする

ー』、晃洋書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の人数や希望によっては、授業の内容や構成を変更することがある。 
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注意事項（Notice） 
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■AE251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE251／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE252／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE253／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE254／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE255／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE257／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE258／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE259／教育実践研究 

(Research on Educational Activities) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生が個人または共同で，ひとつのテーマについて，指導教授の指導・助言を受けながら自発的に研究に取り組み，報告書を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生の自主的な研究活動に対して単位を与える科目であり，対象となるのは以下の活動である。 

 

１．大学内外での地域活動，福祉・文化・教育施設や団体での活動 

２．学生が受講した授業や演習のテーマをより深く追求する活動 

 

履修希望者は春学期授業期間終了までに，学科専任教員に履修希望を申し出る。その上で研究計画書を学科に提出し，学科で

決定された指導教員の指導・助言を受けつつ，活動を進める。指導教員とは随時連絡をとり報告をすること。 

なお，活動の期間は，おおよそ半年間を目処とするが，活動が夏休みなどの休暇期間に重なる場合や，一定の活動を終了し改

めて振り返って総括したい場合など，授業期間と合致しない活動を取り上げることも認められる。個人だけでなく共同による取り

組みであってもよい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 調査研究 

2. 調査研究 

3. 調査研究 

4. 調査研究 

5. 調査研究 

6. 調査研究 

7. 調査研究 

8. 調査研究 

9. 調査研究 

10. 調査研究 

11. 調査研究 

12. 調査研究 

13. 調査研究 

14. 調査研究 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文献調査、実地調査を含め自発的かつ計画的に進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/調査活動(60%) 

最終報告書は原則として 12,000字程度。共同研究であっても，各自が報告書を提出する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当は研究休暇者を除く学科教員全員である。秋学期科目であるが、履修に先だって手続きすべきことがあるので履修希望者

は春学期中できるだけ早く担当希望学科教員に履修相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE301／情報教育論 

(IT and Education) 

担当者名 

（Instructor） 
福田 恵(FUKUDA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生涯学習を見通した情報教育／学習について、論考する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は高等学校の情報科の教員免許状を取得するための科目「情報科教育論」ではない。高度情報化社会とよばれる現在に

おいて”情報”をどのようにとらえ、教師としてはもちろん、ひとりの社会人として”情報教育”に携わり、また自らを教育するか、議

論を通して考察するものである。さらに”情報”にかかわる学習環境についても考察をひろげていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション〜”情報”ということば 

グループ分け 

2. 生徒の目でみた「情報教育」 

3. 日本の「情報教育」の歩み 

4. コンピューターの成り立ち 

5. コンピューターと学習観 

6. プログラミング教育 

7. プログラミング体験 

8. 生物学からみた”情報” 

9. 人工知能からみた”情報” 

10. 知的財産権・肖像権の考察 

11. 情報リテラシーの育成 

12. 教育の情報化／ICT化の歩み 

13. 教育の情報化／ICT化の現状と未来 

14. 情報教育の学習環境のデザイン・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループディスカッションを有効に行うため、毎回、テーマについて予習、あるいは考察（400 字ていど）をしてから授業に臨んでく

ださい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/小レポート(30%)/毎回の振り返り(20%) 

授業に出席するというのは、単にその場に存在することではなく、参加することです。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに教科書を定めない。必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、参考になる文献を講義中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として毎回、５名前後のグループでディスカッションを行い、その結果を全員に発表した後、全体討論を行う。視聴覚資料や

現物資料などは、必要に応じて提示する。 

授業の予習や振り返りに対しては、次の回の授業のさいにフィードバックを行う。 

この科目は教職科目ではないので注意すること。  

 

注意事項（Notice） 
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■AE302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE302／カウンセリング 

(Counselling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自分らしさを活かしたカウンセリングマインドを探る 

担当者名 

（Instructor） 
土屋 由美(TSUCHIYA YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

カウンセリングの基本的スキルの学習と並行して、日常対話のダイナミックスならびに自身のコミュニケーションスタイルを再考

し、自分らしさを活かしたカウンセリングマインドの探求を目標とする 

 

授業の内容（Course Contents） 

カウンセリングの理論的概論と基本的スキルを学習する。また、それらと並行して「語る」「聴く」「観る」「感じる」のキーワードで日

常対話のダイナミックスの再考と、自身のコミュニケーションスタイルへの気づきを目的としたグループワークを行う。体験的なグ

ループ演習とリアクションペーパー記入の振り返り（内省）の繰り返しを積み重ね、最終的に二つのレポート作成につなげる。発言

は何が正しいかよりも、自分で何を感じたかを素朴に言葉にする姿勢を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概論：カウンセリングとは 

2. 日常の対話について考える① 「語ること」「聴くこと」 

3. 日常の対話について考える② 「観ること」「感じること」 

4. 日常の対話について考える③ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

5. 日常の対話について考える④ 「語る」「聴く」「観る」のロールプレイ 

6. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する① 

7. カウンセリングの様々な理論と技法の概論について学習する② 

8. カウンセリングの基本的な技法について学習する① 

9. カウンセリングの基本的な技法について学習する②  

10. カウンセリング演習① ロールプレイ 

11. カウンセリング演習② ロールプレイ 

12. カウンセリングの実際① 職場のメンタルヘルス 

 ＊小レポート提出日：タイトル「カウンセリングの演習を通して感じたこと・考えたこと」 

13. カウンセリングの実際② 学校（スクールカウンセラー） 

14. 自分らしいカウンセリングマインドとは： ディスカッション、グループ演習 

 ＊最終レポート提出日：タイトル「自分らしさを活かしたカウンセリングマインドとは」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業毎に提示する 

（授業後、Blackboardにも掲示） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎授業時のリアクションペーパー(30%)/演習の小レポート(30%) 

欠席回数４回以上の場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない 

 

参考文献（Readings） 

1. 諸富祥彦、2014、『新しいカウンセリングの技法：カウンセリングのプロセスと具体的な進め方』、誠信書房 (ISBN:4414403758) 

2. 河合隼雄、鷲田清一、2010、『臨床とことば 心理学と哲学のあわいに探る知』、朝日新聞出版 (ISBN:4022616628) 

3. ミハイル・バフチン、1989、『マルクス主義と言語哲学ー言語学における社会学的方法の基本的問題』、未来社 

(ISBN:4624010949) 

4. 星野欣生、2002、『人間関係づくりトレーニング』、金子書房 (ISBN:4760830251) 

5. 山蔦圭輔、杉山崇、編著、2012、『カウンセリングと援助の実際ー医療・学校・産業・行政における心理的支援』、北樹出版 

(ISBN:4779303222) 

土屋由美『生によりそう対話ー医療・介護現場のエスノグラフィーから』新曜社 2007 ISBN4788510359 
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土屋由美『悩むナースたちへ－元気回復のための処方箋』ライフサポート社 2011 ISBN4904084241 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・グループ演習（２〜６人程度：ロールプレイ、ディスカッションなど）、リアクションペーパー記入など、参加者が行う活動が多いた

め、積極的な受講態度が期待される。 

・講義はパワーポイントが主体。毎回の講義後に Blackboardにも掲示する。 

・リアクションペーパーについては、次回授業時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE303／幼児教育学 

(Early Childhood Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
幼児教育の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
小野 奈生子(ONO NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼児教育を支える概念，その変遷と現状を理解するとともに，「子どもと関わる」とはいかなることかという問いについて，実践を

ふまえつつ考察を行う。事象を社会学的観点から読み解くことの難しさと興味深さを知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幼児教育にはしつけという側面と就学前教育という側面がある。いずれも子どもが後に出会い，その成員になることを期待される

具体的な「社会」を想定してなされる営みと言えよう。本講義ではこの点を意識しつつ，幼児教育がどのような実践として展開され

ているかを検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 幼児教育を支える概念（１）：発達 

3. 幼児教育を支える概念（２）：社会化 

4. 子ども観について（１）：「子ども」とはなにか 

5. 子ども観について（２）：「幼児」とは何か 

6. 家族のなかの子ども（１）：家族の変容と子ども 

7. 家族のなかの子ども（２）：家族の変容と子ども 

8. 家族のなかの子ども（３）：現在の家族と子ども 

9. 社会のなかの子ども（１）：「就学前教育」という観点から 

10. 社会のなかの子ども（２）：地域社会と子ども 

11. 相互行為としての幼児教育（１）：「子どもと関わる」とはいかなることか 

12. 相互行為としての幼児教育（２）：「幼児」から「児童」へ 

13. まとめ 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義資料や課題を随時授業支援システム Blackboardにアップするので，適宜参照し，取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/小レポート(Blackboardを通じた提出を想定)(10%)/授業内レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に配布資料にて随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE305／比較教育学 ２ 

(Comparative Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学とは何か，その意義と現状について紹介する。教育問題や教育政策を考察・議論するときにも，他国の経験を参照す

ることで，新たな角度から光をあてることができる。また比較教育学の成果をみることで，異なる国・地域について，教育のみなら

ず社会・文化への理解を深めることも目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「比較教育学１」から引き続き比較教育学の理論・方法を概観するとともに，現状と課題を紹介する。さらに，比較教育学の主要な

成果を具体的に紹介していく。様々な国・地域における教育のあり方やそれらをめぐる諸問題が研究対象となるわけであるが，本

講義では特に，欧米以外のいわゆる発展途上国に重点をおく予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 比較教育学の意義と役割 

3. 比較教育学の理論と方法１ 

4. 比較教育学の理論と方法２ 

5. アジア諸国１ 

6. アジア諸国２ 

7. アジア諸国３ 

8. アジア諸国４ 

9. アジア諸国５ 

10. アジア諸国６ 

11. その他の国１ 

12. その他の国２ 

13. その他の国３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を BLACKBOARD で知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE306／教育史 ２ 

(History of Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
そのとき，そこで，何が学ばれたのか，教えられたのか 

担当者名 

（Instructor） 
須田 将司(SUDA MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）教育史実から、自らのこれまでの学びを相対化し、その意義づけを再認識することができる。 

（２）教育史実から、現代教育を考える豊かな視野を獲得することができる。 

（3）教育史実から、現代教育にも活用しうる知見（知恵や活力）を見出し、論じることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義タイトルの「教育史」とは、過去に生きた人々に「活力」を得る教育学、そこから「創造」や「打開」のヒントを得る教育学のこ

とである。通史ではなく、問題史的に近世から現代までの教育史実を取り上げることで、先人の模索と成果（あるいは失敗）に学

ぶ。 

具体的には「しつけと道徳教育」、「試験・競争・学力」、「言語活動（主体的・対話的で深い学び）」、「学び続ける教員像」という 4

つのテーマを立てていく。これらは現代にも通じる教育課題であるだけに、そこに「現実」と取り組み合った子ども・親・教師・思想

家などの姿がリアルに立ち現われてくるだろう。そんなタイムスリップと、彼等との出会いは、現在と未来に生きようとする我々に

とって単なる「知識」ではなく、「知恵」や「活力」を与えてくれるであろう。それこそ、複雑・高度化していく教育を担いうる真の「素

養」となるはずである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―教育史を学ぶ意義― 

2. しつけと道徳教育（１）―民俗学・歴史学の成果に学ぶ― 

3. しつけと道徳教育（２）―教育勅語体制の功罪― 

4. しつけと道徳教育（３）―福沢プランにみる模索― 

5. しつけと道徳教育（４）―「道徳の時間」充実と「特別の教科 道徳」― 

6. 試験・競争・学力（１）―手習塾・藩校・私塾の姿― 

7. 試験・競争・学力（２）―「学制」の理念と明治期の進学競争― 

8. 試験・競争・学力（３）―戦後新教育の展開と批判― 

9. 試験・競争・学力（４）―戦後教育史上にみる学力論争― 

10. 言語活動・「主体的・対話的で深い学び」の今昔（１）―「読み・書き」の歩み― 

11. 言語活動・「主体的・対話的で深い学び」の今昔（２）―「話す・聞く」の歩み― 

12. 言語活動・「主体的・対話的で深い学び」の今昔（３）―話し合い学習を考える―  

13. 学び続ける教員像（１）―戦前・戦後の教員像―  

14. 学び続ける教員像（２）―1990年代以降の教師教育改革― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【予習】毎回のレジュメにて、次回までに考えておくべき課題や読むべき資料類などを指示する。これに基づき予習をして次回授

業に臨むというスタイルになる。 

【復習】毎回の授業後にコメントペーパーの提出を課す。特筆すべき意見は次回の配布資料で取り上げるので、それを読み直し、

他の受講生と自らの学びを比較し、認識を深めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/毎回の参加状況（討議・発表・感想・質疑および出席メール）(40%) 

なお、単位習得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

・授業ごとにプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山本正身、2014、『日本教育史』、慶応義塾大学出版会 

2. 山田恵吾、2012、『日本の教育文化史を学ぶ』、ミネルヴァ書房 

3. 須田将司、2008、『昭和前期地域教育の再編と教員』、東北大学出版会 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は以下のような流れで行う。 

（１）「はじめの問答」において受講者各自の意見を出す 

（２）講義内容を学ぶ 

（３）感想を出し合う 

以上の形式により、自らの教育経験やこれまで学んできた教育学的知見を活かしつつ、教育史の知見を培っていく。 

・適宜、パワーポイントやＤＶＤ、史料の回覧などにより、史実をリアルに捉えていく。 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE307／教育哲学 ２ 

(Philosophy in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「子どもの哲学」実践者養成講座 

担当者名 

（Instructor） 
清水 将吾(SHIMIZU SHOGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常生活、教育現場、街なかの哲学カフェなどで、探求的な対話の実践ができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1970 年代以降、「子どもの哲学（Philosophy for Children / P4C）」と呼ばれる哲学対話や哲学教育が、世界各地で実践されてい

ます。この授業では、受講生が「子どもの哲学」の哲学対話に参加し、ファシリテーターとしての経験を積むことを通して、哲学対

話の実践者としての技術や心構えを体験的に習得することを目指します。受け身の講義形式ではなく、受講生の主体的な参加

が求められます。履修する前にそのことをあらかじめ理解しておいてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「子どもの哲学」とはどのような対話か？ 

2. 哲学対話の体験とディスカッション（教員がファシリテーションを行う） 

3. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

4. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

5. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

6. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

7. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

8. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

9. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

10. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

11. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

12. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

13. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

14. 受講生のファシリテーションによる哲学対話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業での哲学対話に基づいて考えるためのワークシートの提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業ごとのワークシート(80%)/最終論述(20%) 

ワークシートと最終論述のほかにも自主的な提出があれば追加点を記録します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2014、『「子ども哲学」で対話力と思考力を育てる』、河出書房新社 (ISBN:9784309624693) 

2. マシュー・リップマン、2015、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりかた』』、河出書房新社 (ISBN:9784309247014) 

3. マシュー・リップマン、2014、『探求の共同体: 考えるための教室』、玉川大学出版部 (ISBN:9784472404887) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE308／社会教育・生涯学習論 

(Community Education and Lifelong Learning) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「社会を変える」ための教育/「教育を変える」ための社会 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①「教育」という営みを学校教育に矮小化することなく、社会のなかに広く多様に展開している主体形成、社会形成の営みとして

再定義できるようになる。②社会教育、生涯学習が扱う領域に関して基本的な知識や概念を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会教育・生涯学習論に関する教科書的な説明ではなく、具体的なトピックの検討を通して、社会教育・生涯学習論の視点や方

法について説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 社会教育法の理念と制度(1) 

3. 社会教育法の理念と制度(2) 

4. 成人学習の理論(1)「夜間中学校」を中心に 

5. 成人学習の理論（2）「夜間中学校」を中心に 

6. 成人学習の理論（3)アンドラゴジーとペダゴジー 

7. 戦後日本の社会教育実践の経験に学ぶ(1)婦人学級について 

8. 戦後日本の社会教育実践の経験に学ぶ(2)婦人学級について 

9. 戦後日本の社会教育実践の経験に学ぶ(3)女性問題学習の展開 

10. 現代の社会教育実践と社会教育運動（1)こども食堂について 

11. 現代の社会教育実践と社会教育運動（2）学童保育問題について 

12. 現代の社会教育実践と社会教育運動(3)地域コミュニティと子どもの社会参画 

13. 現代の社会教育実践と社会教育運動(4)貧困と格差問題について 

14. 授業を振り返って 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/レスポンスシートの内容(15%)/ミニレポート課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 末本誠・松田武雄（編）、2010、『生涯学習と地域社会教育』、春風社 (ISBN:978-4861102349) 

社会教育・生涯学習論が扱う領域は幅広く、しかし授業では必ずしもすべてを扱うことは難しい。社会教育・生涯学習論の問題圏

を一望するためにもテキストを購入し、授業の予習復習や自主的な学習に役立ててほしい。筆記試験の出題範囲にも含めたい。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で別途指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の関心や希望に応じて授業計画を見直し、扱うテーマや順番を変更する場合がある。社会教育は学校教育以外の領域で

展開している教育を扱う。生涯学習は学齢期に限らず、人間は学び続けるという人間像を前提としている。教育という営みを学校

教育に矮小化せず、人間形成の問題を社会との接点において広く捉えることができるようになるためにも、積極的に受講して欲し

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE309／教育課程論 

(Curriculum) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育課程に関する基本的概念を理解する。日本の教育課程の歴史的変遷を理解する。現在のカリキュラム改革の国際的な動向

に関する基本的知識を獲得する。また、将来的に教職に就くことになった場合、自らでカリキュラムを創造できる視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習指導要領、指導要録、教科書などの資料に基づきながら、教育課程（カリキュラム）の基本的概念を検討する。また現代のカ

リキュラム改革の国際的動向についても紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の進め方 

2. カリキュラムと教育課程と学習指導要領 

3. 学習指導要領の歴史的変遷（１） 

4. 学習指導要領の歴史的変遷（２） 

5. 学習指導要領の歴史的変遷（３） 

6. カリキュラムの編成原理（１） 

7. カリキュラムの編成原理（２） 

8. カリキュラムの編成原理（３） 

9. カリキュラムの編成原理（４） 

10. カリキュラム改革の国際的動向（１） 

11. カリキュラム改革の国際的動向（２） 

12. アクティブラーニングの理論と実践（１） 

13. アクティブラーニングの理論と実践（２） 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義中に指定されたテキストの該当箇所を読んでくること。与えられた課題は授業中にも検討する時間を設けるが、授業時間外

に各自あるいはグループで準備する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2018、『よくわかる教育課程 第 2 版』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623082698) 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中耕治、2007、『よくわかる授業論』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容を変更する場合がある。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 334 - 

■AE311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE311／環境教育論 

(Environmental Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～子どもが育つ環境とは？ 子どもが学ぶ環境問題の背景は？～ 

担当者名 

（Instructor） 
澤 佳成(SAWA YOSHINARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）環境教育の基本的な考え方を理解する。 

２）環境教育の主体である子どもが学び、育つプロセスでの環境の影響について学ぶ。 

４）公害と環境教育の関係について、理解する。 

３）環境教育であつかう環境問題とは、いったい何が問題なのか、理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境教育ときいて、みなさんはどんな内容をイメージしますか？ 

すぐ思いつくのは、子どもの自然体験ではないでしょうか。しかし、一口に自然体験といっても、そこには子どもが自然環境とかか

わる意味があるはずです。そこで本講義では、まず子どもと環境との関係について、子ども期の発達や育ちの観点からみていき

ます（Ⅰの内容）。 

また、環境教育は自然体験だけを意味するわけではありません。日本の環境教育は、公害教育から発展してきた系譜がありま

す。なぜ環境問題は起こるのか、その背景にはどんな問題があるのかを探るのが公害教育だったのです。環境問題には、その

背景にかならず問題を引き起こす要因が潜んでいます。その点をふまえないと、環境教育で子どもに伝えたいことが不明瞭にな

ってしまうかもしれません。そこで本講義では、公害と環境教育との関係（Ⅱの内容）、環境教育で扱う環境問題の背景（Ⅲの内

容）について、みなさんと一緒に考えたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１――環境教育とは？ 

2. 導入２――環境と人間との関係を歴史的に探る 

ヒトから人間へ：人類の進化を可能にした二重継承と文化の大爆発 

3. Ⅰ.子どもと環境 

１）乳児期と環境 

4. Ⅰ.子どもと環境 

２）子ども期における自然体験の意味 

5. Ⅰ.子どもと環境 

３）子どもの成長する環境 

6. Ⅱ.公害と環境教育 

１）日本の公害史・環境史をふりかえる 

7. Ⅱ.公害と環境教育 

２）子どもが地域で学ぶということ 

8. Ⅱ.公害と環境教育 

３）公害はなぜ起こったのか（水俣病を事例に） 

9. Ⅱ.公害と環境教育 

４）加害・被害に共通する倫理を探る 

10. Ⅲ.環境教育と環境問題 

１）環境問題の何が問題なのか（ケータイから考える） 

11. Ⅲ.環境教育と環境問題 

２）環境破壊につながるシステム的問題１（日本の食から考える） 

12. Ⅲ.環境教育と環境問題 

３）環境破壊につながるシステム的問題２（経済の問題から考える） 

13. Ⅲ.環境教育と環境問題 

４）理想として語られる持続可能な社会は成り立つのか？ 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（予習）各回の終わりに、次回までにしてきてほしい学習を提示します。 

（復習）毎回、参考文献を適宜提示しますので、興味のあるものをぜひ読んでみてください。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/コメントペーパー(20%)/出席および受講態度(10%) 

筆記試験はテキストのみ持ち込み可。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 尾関周二、環境思想・教育研究会編、2016、『「環境を守る」とはどういうことか』、岩波書店 (ISBN:9784002709604) 

 

参考文献（Readings） 

1. 澤 佳成、2010、『人間学・環境学からの解剖』、梓出版社 (ISBN:978-4-87262-232-4) 

2. 小谷英生・小山花子・和田 悠・澤 佳成、2016、『リアル世界をあきらめない』、はるか書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／教育と表現 

(Artistic Expression in Education) 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 良平(KONDOU RYOUHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「表現」は，人間にとって必要不可欠な一要素である。その中でも，最もプリミティブな「身体」から発せられる表現について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教わる」事と「教える」事は自己表現のためには必要な感覚である。この授業では，ノンバーバルな視点から「からだ」の気づき，

「からだ」の持つ力を共に考え，「表現する」事がいかに大切であるかを模索していきたい。「からだ」の行為という視点で授業をす

すめて行きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. からだの役割，大きさを学ぶ   

2. ストレッチなど，からだをほぐすという事 

3. からだ気づきの視点から  

4. ２人組による動き  

5. 集団による動き  

6. 相手に伝えるという事  

7. ノンバーバルコミュニケーションの試み 

8. 枠にとらわれない動き 

9. 空間の大きさを知る  

10. 言葉と動き 

11. 動きを観る，評価する  

12. 動きを創作する「振り付け」という事 

13. パフォーマンスを考える 

14. 自己表現，発表  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日常の「動き」を観察する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(70%)/授業内評価(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

近藤良平著『からだと心の対話術』（河出書房新 社） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE313／教育臨床論 

(Clinical Science of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育の臨床社会学入門 

担当者名 

（Instructor） 
鶴田 真紀(TSURUTA MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、形成期における幅広い人文的教養と専門的な知識を深めるために、「他者を理解するための柔軟かつ粘り強い思

考力を持つこと」を目指す。そのために、下記の（１）から（３）が具体的な目標となる。 

（１）学校教育をめぐる現代的諸問題を考察するにあたって、臨床社会学的視点を獲得すること。 

（２）そのために必要な基本的な理論や概念を理解すること。 

（３）「臨床」の観点から現在の学校教育を論じることの意味を（再）検討すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育臨床」とはいかなるものであるのかを考える際に不可欠な視点のひとつは、教育と社会の関係である。本授業では、まず

「教育臨床」さらには「社会臨床」と称される学問の基本的特性を、社会学や教育社会学の観点から理解し、教育を「臨床（社会

学）的」に考察することの意味を概説する。その上で、学校教育に関する個別具体的なテーマをとりあげながら、「臨床」という観

点からどのような視点が開けるかを紹介する。授業の前半は、制度と関連するような「マクロ」の観点から教育をとらえ、後半に進

むにしたがって、より個別性の高い「ミクロ」の観点へと移行させていく予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教育における学歴と不平等① 

3. 教育における学歴と不平等② 

4. 教育における学歴と不平等③ 

5. 学校不適応の社会学① 

6. 学校不適応の社会学② 

7. 学校不適応の社会学③ 

8. 学校不適応の社会学④ 

9. 現代的諸問題と子どもの問題① 

10. 現代的諸問題と子どもの問題② 

11. 現代的諸問題と子どもの問題③ 

12. 現代的諸問題と子どもの問題④ 

13. まとめ 

14. テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ほぼ毎回の授業で、Blackboardを通じて課題の提出を求める。課題は、短時間で完了可能と想定されるもの（例：授業内で示し

た質問に対する回答・コメント）から、それなりに長い時間をかけて実施してもらうもの（例：小レポート）まで、いくつかの種類があ

る。これらの課題は、原則として授業時間外に実施することを想定している。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

原則として授業資料は Blackboardにアップする。それを各自で事前に印刷し通読したうえで授業に臨むこと。 

 

参考文献（Readings） 

酒井朗『教育臨床社会学の可能性 』 (勁草書房 2014) 

野口裕二・大村英昭(編)『臨床社会学の実践』(有斐閣選書 2001) 

その他、授業にて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども適宜活用する。 
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リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE314／教育臨床心理学 

(Clinical Psychology of Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
特別な教育的ニーズのある子どもへの支援 

担当者名 

（Instructor） 
谷口 明子(TANIGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 教育現場における育ちの支援を心理学という学問的立場を基礎にどのように行えばよいだろうか。本授業では、特に、発達障害

と病弱・身体虚弱という２つの障害に焦点をあて、昨今の教育現場で大きな課題となっている特別な教育的ニーズのある子供へ

の支援について理解を深め、現場実践の基礎を構築することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 授業は、講義・DVD 視聴・グループワークによって進める。受講生の人数によっては、学生のみなさんの発表も組み入れてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・特別支援教育とは 

2. 特別支援教育の現状と課題 

3. 障害者差別解消法 

4. 発発達障害の理解と支援(1)：自閉症スペクトラム 

5. 発達障害の理解と支援(2)：学習障害 

6. 発達障害の理解と支援(3)：注意欠陥多動性障害 

7. 思春期の発達障害 

8. 院内学級における支援の実際：DVD 視聴 

9. 病弱教育の現状と課題 

10. 病弱児の心理 

11. 病弱児をめぐる諸問題：告知と就労支援 

12. 障害児・者のきょうだいの心理と支援 

13. 特別支援教育における保護者支援 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習：事前にテキストや指示された資料の該当箇所を読んでおくこと（1 時間~2 時間）。 

・復習：授業後なるべく早いタイミングでテキスト・配布資料およびノートを読み返し（1 時間）、次の授業までに疑問点をまとめてお

くこと（1 時間）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国立特別支援教育総合研究所、2015、『特別支援教育の基礎・基本 新訂版』、ジアース教育新社 (ISBN:4863712979) 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷口明子、2009、『長期入院児の心理と教育的援助―院内学級のフィールドワーク』、東京大学出版会 (ISBN:413016113X) 

2. 副島賢和、2015、『あかはなそえじ先生の ひとりじゃないよ: ぼくが院内学級の教師として学んだこと』、学研教育みらい 

(ISBN:4054062962) 

その他、テーマに関連する参考図書・論文を随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE315／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心の発達に対する社会歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会歴史的アプローチの立場から、進化、社会史、個体発生といった三つのタイムスケールで人間の発達を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会歴史的（ヴィゴツキアン）アプローチによる精神発達理論を中心に、記号、特に言語を中心に発達心理学の基本的な知見を

紹介し、人間発達の特殊性を検討する。人間とその他の類人猿の違い、学校教育制度下の人々の心性などの検討を通してヒト

の人間化の過程を知る。さらに遊び、言語を中心とした象徴機能の発達などを検討することで人間の個体発生過程についての理

解を深める。具体的事例を紹介したり、参加者と議論したりしながら進めることで理解の深化をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発達心理学とは何か 

2. 心の系統発生：人間の特殊性とは何か（1） 

3. 心の系統発生：人間の特殊性とは何か（2） 

4. 心の系統発生：人間の特殊性とは何か（3） 

5. 心の系統発生：人間の特殊性とは何か（4） 

6. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（1） 

7. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（2） 

8. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（3） 

9. 心の社会発生：人間発達にとっての社会と文化（4） 

10. 心の個体発生：文化的発達と他者 

11. 心の個体発生：遊びの発達 

12. 心の個体発生：言語の発達 

13. 心の個体発生：言語の発達 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する文献を図書館などで調べ読むこと。他の履修者と自主ゼミなどを通して議論することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭・亀田達也、2010、『文化と実践』、新曜社 

2. 田島信元他編、2016、『新・発達心理学ハンドブック』、福村書店 

3. 中島義明編、2001、『現代心理学理論事典』、朝倉書店 (ISBN:425452014X) 

4. 中島義明編、2012、『現代心理学事例事典』、朝倉書店 (ISBN:4254520174) 

5. 佐伯・佐々木編、2013、『アクティブ・マインド』、東京大学出版会 

6. 河野哲也他編、2013、『知の生態学的転回 3 倫理: 人類のアフォーダンス』、東京大学出版会 (ISBN:4130141333) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AE316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE316／現代教育の諸問題 １ 

(Issues in Contemporary Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
可変性／不変性の境界を探る当事者研究 

担当者名 

（Instructor） 
綾屋 紗月(AYAYA SATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学部学位授与方針に掲げる「他者を理解するための柔軟かつ粘り強い思考力を持つこと」が実現するよう、多数派とは異なる

心身の特徴や経験を抱えている児童・生徒に対する教育のあり方として、本人の可変性／不変性、および、環境側の可変性／

不変性を検討し続ける重要性について考察する。その際に「当事者研究」という方法が持つ意義を知り、その大まかな理論と実

践を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育には、可変性と不変性―どこまで本人が変化（発達・成長・学習）できるのか否か―という課題に向きあい続けるという一面

がある。しかし特に児童・生徒が多数派とは異なる心身の特徴や経験を抱えている場合、どこまで多数派と同じゴールを目指し、

どこから独自の道を進んでいくのか、可変性と不変性の境界線の探究を常に突きつけられ続けることになる。この授業では、１) 

身体障害当事者の運動と依存症当事者の自助活動がたどってきた歴史を可変性／不変性の観点からとらえ直し、２）その二つ

の当事者活動に影響を受けつつ誕生した当事者研究の歴史、思想、方法を紹介する。さらに、３）障害の捉え方には、個人の可

変性に重きをおく医学モデルと、環境の可変性に重きをおく社会モデルの二つがあることを示し、その教育学的な含意について

考察する。その上で、４）多くの障害が社会モデルでとらえられるようになった現在、それでもなお、医学モデルでとらえられ続けて

いる障害の例として発達障害をとりあげ、個人の可変性／不変性の境界を探る当事者研究と、環境の可変性／不変性の境界を

探る多数派研究の、具体的な取り組みについて紹介する。最後に、5）自己感というキーワードを使って、当事者研究の意義を理

論化したうえで、教育現場における広がりを紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 初回イントロダクション 

（以下、受講生の人数・興味関心などによって変更する場合がある） 

2. 身体障害当事者の思想と実践 

3. 依存症当事者の思想と実践 

4. 当事者研究の歴史と思想 

5. 当事者研究の方法 

6. 医学モデルと社会モデル―インペアメントとディスアビリティ 

7. 発達障害当事者研究１―まとめあげ困難説 

8. 発達障害当事者研究２―うまく話せない・読めない 

9. 発達障害当事者研究３―会話におけるすれ違い 

10. 発達障害当事者研究４―男らしさ・女らしさ 

11. 発達障害当事者研究５―こだわりの強さ／ぐるぐる思考 

12. 社会的多数派を研究する 

13. 当事者研究と自己感 

14. 当事者研究の教育現場における広がり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定はない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 綾屋紗月・熊谷晋一郎、2008、『発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい』、医学書院 

2. 石原孝二編、2013、『当事者研究の研究』、医学書院 
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3. 浦河ベてるの家、2005、『ベてるの家の「当事者研究」』、医学書院 

4. 上岡陽江・大嶋栄子、2010、『その後の不自由―「嵐」のあとを生きる人たち』、医学書院 

5. 熊谷晋一郎編、2017、『みんなの当事者研究』（臨床心理学増刊第 9 号）、金剛出版 

6. 上野 一彦（監修）、岡田 智（編著）、中村 敏秀、森村 美和子、岡田 克己、山下 公司（著）、2014、『CD-ROM付き 特別支

援教育をサポートする ソーシャルスキルトレーニング(SST)実践教材集』、ナツメ社 

7. 横塚晃一、2007、『母よ！殺すな』、生活書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・パワーポイントを使用した講義形式を中心とする。 

・リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE317／現代教育の諸問題 ２ 

(Issues in Contemporary Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「逸脱と社会化」の社会学 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「逸脱と社会化」は、人間と社会を理解するうえで最も重要な概念であるという見通しのもと、社会化論と逸脱論の基本的な考え

方の理解をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バーガーとルックマンの『現実の社会的構成』を手掛かりとして、人間は、なにゆえ、そしていかにして社会を作ったのかを概説す

るところからはじめ、一度作られた社会を維持するために、社会化と逸脱統制システムをいかに構築し運用してきたかを論じるこ

とで、「人間とは何か」「社会とは何か」という答えのない問いに、社会学という学問からの接近を試みつつ多角的に論じたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会とは何か：バーガーとルックマン「現実の社会的構成」論を手掛かりに 

2. 「社会化とは何か」：バーガーとルックマン「現実の社会的構成」論を手掛かりに 

3. 「逸脱とは何か」：バーガーとルックマン「現実の社会的構成」論を手掛かりに 

4. 社会化論（１）：ミードの自己論 

5. 社会化論（2）：パーソンズの社会化論 

6. 社会化論（3）：ウィトゲンシュタインの規則論 

7. 学習論（1）：方法知と内容知 

8. 学習論（2）：ベイトソンの学習論 

9. 逸脱論の系譜（1）：犯罪と刑罰 

10. 逸脱論の系譜（2）：因果関係論 

11. 逸脱論の系譜（3）：機能主義 

12. 逸脱論の系譜（4）：相互行為論 

13. 逸脱論の系譜（5）：逸脱理論の政治学 

14. 授業内試験（予定） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを利用して講義資料を配付するので、あらかじめ読んでくること。さらには、講義や講義資料で紹介する参考文献を

読み、関連資料をみずから調べ予習や復習をすることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE319／子ども文化論 

(Child and Youth Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニケーションデザイン／絵本とワークショップ 

担当者名 

（Instructor） 
駒形 克己(KOMAGATA KATSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自己表現のスキルアップ 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもたちと向き合う実践的なワークショップを体験しながら、子どもの自己表現のサポートを習得し、さらに絵本を通してうまれ

るコミュニケーションを考察。また自身の表現やプレゼンテーションのスキルアップを目指し、コミュニケーションデザインを体現す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ワークショップ「３つの顔」 

2. カタチからの発想トレーニング 

3. ワークショップ「ひとつがふたつ」導入 

4. ワークショップ「ひとつがふたつ」制作 

5. ペア・ワークショップ「オモテとウラ」導入 

6. ペア・ワークショップ「オモテとウラ」制作 

7. グループ・ワークショップ「あつめてひとつ」導入 

8. グループ・ワークショップ「あつめてひとつ」制作 

9. ワークショップ「のびる」導入 

10. ワークショップ「のびる」制作 

11. セルフ・ブランディング講義 

12. ワークショップ「セルフ・ブランディング」制作 

13. ワークショップ「セルフ・ブランディング」制作 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ワークショップ形式による授業を実践するため、常時、はさみ、のりを持参。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

www.one-stroke.co.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■AE320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE320／哲学的人間学 

(Phylosophical Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メタ倫理学と心の哲学から人間について考える。 

担当者名 

（Instructor） 
國領 佳樹(KOKURYO YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1）心の哲学やメタ倫理学の議論を参照し、概念分析や批判的思考の方法を学びつつ、「人とは何か？」について考える（2）他人

と議論する際に必要なマナーを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、メタ倫理学と心の哲学という二つのパートに分けられます。より具体的には、受講者は「善悪は本当にあるのか？」

「意識とは何か？」という二つの問題に取り組みます。これらはそれぞれまったく別個の問題ですが、「善悪」も「意識」も、私たち

人間にとって、きわめて重要なものであるという点では一致しています。こうした問題に取り組む現代の哲学の議論を紹介しつ

つ、授業内でディスカッションを行い、人間についての批判的かつ建設的な議論のあり方を模索します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.   Part 1 導入 

2. 二元論について考える（1） 

3. 二元論について考える（2） 

4. 物理主義について考える（1） 

5. 物理主義について考える（2） 

6. 物理主義について考える（3） 

7. まとめ I 

8.   Part 2 導入 

9. 道徳非実在論について考える（1） 

10. 道徳非実在論について考える（2） 

11. 道徳実在論について考える（1） 

12. 道徳実在論について考える（2） 

13. 道徳実在論について考える（3） 

14. まとめ II 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業内で次回授業の準備学習について指示する。たとえば、次回の授業内容に関連する論文を指定し、その内容について

の短いレポートないしコメントを事前に提出するよう求めるなど。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しません。スライド資料は、後日 Blackboadにアップロードします。 

 

参考文献（Readings） 

毎回授業内で関連文献の紹介をします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE321／教育心理学 ２ 

(Psychology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習実践の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校を中心とした現在の子どもたちが置かれた学習実践を批判的に検討し、子どもたちの発達支援に結びついた学習実践のデ

ザインを構想できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビデオ映像をはじめさまざまな形で提示される学習実践事例を通して子どもたちの未来の学習と発達のあり方について心理学的

な理解を目指す。現在の子どもたちの学習環境はどのようなものであろうか。それはそれぞれの子どもが自らを肯定し、積極的

に社会参加することを促すようなものになっているのであろうか。この授業では、まず前半で（1）子どもたちの学校を中心とした現

在の学習状況、特に課題となる事項（差別やいじめ、自尊心の低下、アイデンティティの困難等）を検討し、後半では（2）既に日本

でも実施され、揺籃期にあるアートを生かした先進的で革新的な学習実践を紹介する。これらを通して子どもの発達に資する学

習環境のデザインを受講者それぞれが描いてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学習実践の現状（1） 

2. 学習実践の現状（2） 

3. 学習実践の現状（3） 

4. 多様性の時代の学習実践課題（1） 

5. 多様性の時代の学習実践課題（2） 

6. 多様性の時代の学習実践課題（3） 

7. 多様性の時代の学習実践課題（4） 

8. 学習実践の革新（1） 

9. 学習実践の革新（2） 

10. 学習実践の革新（3） 

11. 学習実践の革新（4） 

12. 学習実践の革新（5） 

13. 学習実践の革新（6） 

14. これからの学習実践のデザイン 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で文献を紹介することがあるが、それ以外にも関連する文献を図書館などで調べ自主的に読んでおくことが望まれる。授

業で取り上げた内容を他の履修者と議論して深めるのがよいだろう。現状の学習実践の課題を理解するためには参考文献を事

前に読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石黒広昭、2016、『子どもたちは教室で何を学ぶのか』、東京大学出版会 

2. 佐伯・佐藤・宮崎・石黒、2013、『心理学と教育実践の間で』、東京大学出版会 

2018 年度 4 月以降に、石黒編著のこの授業の内容に関連した新しい本（新曜社）が出版される予定である。こちらも是非参考に

してほしい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/ishiguro/ 
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注意事項（Notice） 
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■AE322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE322／教育社会学 ２ 

(Sociology in Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラベリング理論と構築主義を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本の教育問題（少年犯罪、いじめ、不登校、発達障害など）を社会学的な視点から理解することをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

逸脱理論、社会問題理論を概説する。なかでも、ラベリング理論と構築主義の理論的特徴について詳しく解説する。その流れの

なかで、潜在的機能、中心と周縁、予言の自己成就、動機の語彙、カテゴリー論など、応用可能性の高い社会学概念を解説しつ

つ、日本の教育問題を読み解いていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 逸脱の社会学理論：デュルケムの犯罪理論（１） 

2. 逸脱の社会学理論：デュルケムの犯罪理論（２） 

3. 逸脱の社会学理論：中心と周縁 

4. 逸脱の社会学理論：治療と無効化 

5. 逸脱の社会学理論：アノミー論と統制理論 

6. 逸脱の社会学理論：ラベリング理論（１） 

7. 逸脱の社会学理論：ラベリング理論（２） 

8. 逸脱の社会学理論：ラベリング理論（３） 

9. 戦後日本の少年非行問題（１）：戦後第三のピークとは何か 

10. 戦後日本の少年非行問題（２）：家庭原因論の検討 

11. 社会問題の構築主義（１） 

12. 社会問題の構築主義（２） 

13. 逸脱と医療化 

14. 授業内試験（予定） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ブラックボードを利用して講義ノートや関連資料を配付するので、あらかじめ読んでくること。さらには、講義の中や講義ノートで紹

介する参考文献を読み、関連資料をみずから調べなど、予習や復習をすることで講義内容の理解を深めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE324／キリスト教と教育 ２ 

(Christianity and Education 2) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

AA370「キリスト教学講義 16（キリスト教と教育 2）」と同一科目。重複履修不可。教育学

科の学生は AE324 の科目コードで登録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会において、教育は、社会の仕組みやその変化のキーポイントとなってきた。教育の理解が深まれば深まるほど、社会の

仕組みやその変化の理解が深まる。こうした教育と関わるキリスト教ならびに宗教的な問題に光をあてることで、現代社会におけ

るキリスト教と宗教の位置や役割を考察したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育をめぐる諸問題のなかで、キリスト教を中心に宗教と関わるテーマを選び解題してゆく。「キリスト教と教育１」では日本に重

点をおくが、本講義では日本以外の国を対象とする。キリスト教が多数派の国々のうち、欧米諸国に加え、アジアからフィリピンを

取り上げ、そこでの公教育と宗教の問題をみていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. キリスト教教育をみる視点 

3. 欧米諸国１ 

4. 欧米諸国２ 

5. 欧米諸国３ 

6. 欧米諸国４ 

7. 欧米諸国５ 

8. フィリピンの宗教教育:背景 

9. フィリピンの宗教教育:制度成立１ 

10. フィリピンの宗教教育:制度成立２ 

11. フィリピンの宗教教育:制度展開１ 

12. フィリピンの宗教教育:制度展開２ 

13. フィリピンの宗教教育:制度展開３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜、事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

2. 市川誠、1999、『フィリピンの公教育と宗教』、東信堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE326／人間と哲学 １ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学とはどのような学問なのか 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

AU325「哲学概論 1」と同一科目。重複履修不可。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学がヨーロッパの思想文化であることを深く知る。その上で、哲学が普遍的に機能することができるための条件を知る。哲学が

多様な内容を歴史的に展開してきたことを知る。哲学の学問文化全体に対する寄与と、人々の社会生活に対する直接的寄与を

知る。自ら哲学的に考え、それを応用して自分の知的関心および実生活に適用する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学が始まった時の原点を重視する意味で、ギリシャ哲学を比較的詳しく検討する。自然の成り立ちへの関心、存在者一般の成

立原理とそれをロゴス化しようとする発想、ロゴスの対話による真理探究、ロゴスの独自の世界、ロゴスと人間の知的能力との関

係、運命による支配とそれを制御しようとする人間のロゴスとの葛藤、などを見てゆく。その上で、現代人の哲学とのかかわりを自

覚するために 19 世紀から 20 世紀にかけて、ギリシャ哲学の発想がどのように継承されて、ヨーロッパ哲学が展開され続けてい

るのかを検討する。そしてヨーロッパから遠く離れた東アジアで哲学が有効であることを確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学全般の概観 

2. 哲学の原点としての自然哲学 

3. 自然と人間を結びつけるロゴス 

4. ロゴスによる対話の可能性(ソクラテスの活動) 

5. 純粋ロゴスの世界(プラトンのイデア論) 

6. 人間の認識能力におけるロゴス(アリストテレスの経験主義) 

7. 運命に抗うロゴス(ヘレニズム期哲学の倫理思想) 

8. ギリシャ哲学とは何であったか 

9. 近代哲学の開始(デカルトの主体主義) 

10. 啓蒙主義合理思想の光と影 

11. 自然科学のロゴス絶対主義 

12. 実存哲学の反ロゴス主義 

13. ニヒリズムと相対主義(ロゴスの揺らぎ) 

14. 哲学とは何であったか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントは事前に入手できるようにするので、予め読んでくること。毎回リアクションペーパーの提出を求めるが、事前学習の

質により、その内容が左右されるので、予めよく読んで考え、自分なりの聴きたいテーマを持って授業に臨むこと。授業終了後

は、授業で得た哲学の発想を自分の日常生活に映して、授業内容を具体的に追体験しておくこと。最終試験には、その成果が問

われる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE327／人間と哲学 ２ 

(Lectures on Humanity and Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
儒教の倫理思想 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2016 年度以降入学者のみ履修可 

AU326「哲学概論 2」と同一科目。重複履修不可。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学とは異なる思想枠組みの存在を認識し，哲学的思考の可能性を広げることができるようになることを目指して，東アジア

世界の伝統思想を代表する儒教の思想構造を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

儒教の思想構造について，倫理思想にかかわる部分に重点を置いて解説する。教科書を用いて大枠を把握したうえで，その内

容にかかわる具体的な思想テクストの読解を組み合せることにより，立体的な理解を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 儒教とは何か 

3. 儒教道徳（１）：三綱五常を中心に 

4. 儒教道徳（２）：忠、孝を中心に 

5. 儒教における天の意味（１）：天と宗教性 

6. 儒教における天の意味（２）：死への対処 

7. 儒教思想の基本型 

8. 儒教的人格 

9. 儒教の規範（１）：経書 

10. 儒教の規範（２）：礼を中心に 

11. 儒教の社会観・政治観 

12. 儒教の地域的／時代的変容 

13. 現代における儒教 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/予習課題(20%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田健次郎、2011 年 2,808円、『儒教入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130506) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 小島毅、2017、『宗教の世界史５ 儒教の歴史』、山川出版社 (ISBN:9784634431355) 

その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE501 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE501／世界史 

(World History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代から現代までを俯瞰する 

担当者名 

（Instructor） 
松岡 昌和(MATSUOKA MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・歴史を学ぶことで長期的で広い視野を身につける。 

・異なる世界を知ることで異文化に対する理解を深めていく。 

・歴史上の資料や記録を読み解いていくことで、情報に対するリテラシーを身につける。 

・さまざまな歴史観・世界観を知ることで批判的な思考をできるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在は過去の積み重ねの上にあり、歴史を知ることは現代の世界のなりたちを知る上で極めて重要である。本科目では、古代か

ら現代に至る世界の歴史を扱うため、細かい知識の修得を目的とするものではない。むしろ、歴史の全体像を俯瞰することによっ

て、歴史的なものの見方を学び、現代の世界に対する多様な理解をできるようにしていきたい。学期中、数回ミニレポートを課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. なぜ世界史を学ぶのか 

2. 古代文明・古代帝国と地域世界の形成 

3. 地域世界の再編 

4. 海陸の交流とモンゴル帝国 

5. 近世世界のはじまり 

6. 大航海時代 

7. アジア伝統社会の成熟 

8. ヨーロッパの奇跡 

9. 近代化の広がり 

10. 「ウエスタン・インパクト」とアジアの苦悩 

11. 帝国主義とアジアのナショナリズム 

12. 第二次世界大戦とアジア太平洋戦争 

13. 冷戦と民族独立の時代 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の該当箇所を予め読んでくること。また、各回の講義の後、教科書に記された「まとめの課題」に取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/ミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大阪大学歴史教育研究会編、2014、『市民のための世界史』、大阪大学出版会 (ISBN:9784872594690) 

 

参考文献（Readings） 

1. 三成美保・姫岡とし子・小浜正子編、2014、『歴史を読み替える ジェンダーから見た世界史』、大月書店 

(ISBN:9784272501816) 

2. 歴史学研究会編、2014、『世界史 20 講 : 史料から考える』、岩波書店 (ISBN:9784000259965) 

その他参考書は各講義の時間に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE502／日本史 

(Japanese History) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本前近代（原始古代～近世）における政治と社会 

担当者名 

（Instructor） 
戸川 点(TOGAWA TOMORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本史（前近代史）の流れを学ぶ中で日本史に関する知識、理解、歴史的なものの見方などを深めていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原始古代から近世末まで歴史の流れを追いながら時代のとらえ方や重要事項、研究動向などを解説、紹介していく。史料の調べ

方、文献の探し方なども随時取り上げ日本史に関する専門性を高めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本前近代史入門～ガイダンス 

2. 原始の日本～旧石器、縄文、弥生時代 

3. ヤマト政権の発展～古墳、飛鳥時代 

4. 律令国家の成立と展開 

5. 平城京の時代～奈良時代政治史の流れ 

6. 平安王朝の成立と摂関政治 

7. 摂関政治の展開と武士の成長 

8. 院政の成立と中世国家～平安、鎌倉時代 

9. 鎌倉幕府の成立と展開～鎌倉時代 

10. 南北朝内乱と室町幕府の展開～南北朝、室町時代 

11. 戦国の動乱から織豊政権へ～戦国、安土桃山時代 

12. 幕藩体制の成立と展開～江戸時代 

13. 幕藩体制の動揺～江戸時代 

14. 日本前近代史のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義前に高校で学んだ「日本史」の内容を復習し、授業後には日本史に関する概説書や授業中紹介する参考文献などを読むこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/毎回のリアクションペーパー。(20%) 

２/３以上の出席をしていない場合は成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 宮原武夫・山田邦明・深谷克己、2012、『日本社会の歴史 上』、大月書店 

その他、授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE503／社会学 

(Sociology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「共に生きる」ための想像力と基盤の探究 

担当者名 

（Instructor） 
岩舘 豊(IWADATE YUTAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 社会学とは、現代社会の成り立ちや変容とそのメカニズムについて、理論的な省察と具体的かつ混沌とした現実とを往復しな

がら思考・分析していく学知の営みです。そして、多様な個々人が矛盾や困難をかかえつつ「それでもなお、共に生きる」ことを可

能にする想像力と社会的基盤を探究する学問でもあります。 

 この授業の目標は、（1）社会学の基本的な思考法とカテゴリーを習得し、（2）それにもとづいて具体的な社会事象や社会問題を

分析・考察できるようになることにあります。 

 社会について分析・考察する営みやそれをおこなう人間もまた社会という事象に含みこまれています。したがって、社会学を学

ぶ、あるいは「社会学する」とは、社会のなかでどう生きるかを考えることに他なりません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第 1～4 回の授業では、社会をとらえようとする際に社会学が用いる思考法について学びます。 

第 5～7 回の授業では、具体的な社会現象や社会問題を考察する際の基本的なカテゴリーを学びます。 

第 8〜10 回の授業では、それまでに習得した思考法とカテゴリーを踏まえながら、具体的な社会事象である「労働」をとりあげ、

考察していきます。 

第 11 回以降は、東日本大震災という出来事とそれが突きつけた現代社会と社会学の課題について考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 社会学の思考法（１）ーー社会的なるものと社会学的想像力 

3. 社会学の思考法（２）ーーマクローミクロのリンク 

4. 社会学の思考法（３）ーー構造と構造化 

5. 社会学のカテゴリー（１）ーー秩序と権力 

6. 社会学のカテゴリー（２）ーー合理化と官僚制 

7. 社会学のカテゴリー（３）ーー階層と階級 

8. 現代の社会問題（１）ーー過重労働と雇用の不安定化 

9. 現代の社会問題（２）ーー労働者の権利と尊厳 

10. 現代の社会問題（３）ーー若者の労働組合実践 

11. 東日本大震災という出来事から（１）ーー「同時代のこと」として 

12. 東日本大震災という出来事から（２）ーー不条理性と表現 

13. 東日本大震災という出来事から（３）ーーゆらぐ近代性の社会空間 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（１）配布するレジュメ・資料をよく読んできてください。 

（２）新聞やニュースを通じて、現代社会に関する知識・情報を幅広く習得してください。 

（３）課題やレポートに計画的に取り組んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容(30%)/授業内外の課題(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に資料を配布します。適宜、文献を紹介します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 長谷川公一ほか、2007、『社会学（New Liberal Arts Selection)）』、有斐閣 

2. 豊泉周治ほか、2014、『＜私＞をひらく社会学ーー若者のための社会学入門』、大月書店 

3. 本田由紀（編）、2016、『現代社会論 ーー 社会学で探る私たちの生き方』、有斐閣 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講生との議論に応じて、内容を組み替えていくことがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AE505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE505／法律学 

(Law) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
法律における個人と社会 

担当者名 

（Instructor） 
宮澤 弘(MIYAZAWA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

法律学の基礎的な考え方および知識の獲得を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では法律学が対象にしている諸問題について、特に民事法のトピックを中心に説明していきます。現代社会において個

人は、経済活動を日々の中心に据えて、法の規律の下で自由に活動しています。その意味では財産法（民法）は身近な法であり

法規範の「骨格的な」役割を担っています。個人はどのような存在として扱われ、どのようにして個人の権利義務が実現されてい

るのかを見ていきます。 

講義ではまず一般的な法の捉え方を説明した後、法律が具体的に用いられている様子を判例を通して説明していきます。また裁

判において権利義務が実現される仕組みとそれを支える理念についても説明します。授業の最後の部分では最近の問題、特に

立法や法改正の持つ意味、司法制度改革の目的、これらからの法律の望ましい社会との関わり合い方について概観します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業テーマの説明、授業の進め方、成績評価、参考文献の紹介等）、 

法の捉え方について（法のイメージ） 

2. 法の静態１（公法と私法） 

3. 法の静態２（実体法と手続法） 

4. 法の静態３（民事法と刑事法） 

5. 法の静態４（権利と義務） 

6. 法の動態１（法の形成１：制定法） 

7. 法の動態２（法の形成２：判例法） 

8. 法の動態３（法の実現１：裁判制度） 

9. 法の動態４（法の実現２：裁判手続１） 

10. 法の動態５（法の実現３：裁判手続２） 

11. 裁判に対する期待と現実 

12. 裁判の機能と訴訟の役割 

13. 司法制度改革と法律の改正 

14. 現代社会と法（まとめ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として、事前に配布する資料については次回までに必ず読んでくること。その他授業時間外の学習に関する指示は、必要に

応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/課題レポート(20%) 

課題レポートは授業中に課す A4 一枚程度の課題であり、翌週までに提出するもの。複数回予定している。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は指定しない。適宜講義レジュメ及び資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 星野英一、2005、『民法のすすめ』、岩波書店 (ISBN:4-00-430536-5) 

2. 田中成明、2014、『現代裁判を考える』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12575-9) 

3. 団藤重光、2007、『法学の基礎  〔第２版〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12519-3) 

4. 米倉明、1973、『法学入門（法律学教材）』、東京大学出版会 (ISBN:4-13-034019-0) 

5. 山本和彦、2008、『よくわかる民事裁判〔第２版補訂〕』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-28113-4) 

その他の参考文献は授業中に適宜紹介する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE771 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE771／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
１２単位(12 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2009 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文執筆を志す学生が，研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しな

がら，最終的に優れた卒業論文を作成できるよう援助することを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教授と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する。演習時間は個別に相談のうえ

で設定する。授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討議２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作家の作品。 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE781／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE783／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE784／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE785／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AE789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AE789／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF001／教育方法学 

(Teaching Methods) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「学力とは何か」「よい授業とは何か」という大きな問題に関して、教育方法学の基本的な知識を使って系統的に理解することがで

きる。それによって、現代に見られる教育に関する現象・言説を批判的に検討することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、日本に蓄積されてきた教育実践記録や教育文献を受講生とともに検討する。それによって、よい授業とは何か、子

どもたちに必要な学力とはどのようなものか、という教育方法学の中核となる問題について、受講生と議論したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：講義の進め方 

2. 学力とは何か（１）百マス計算のブーム 

3. 学力とは何か（２）岸本裕史の実践 

4. 学力とは何か（３）百マス計算の功罪 

5. よい授業とは何か（１）斎藤喜博と授業論 

6. よい授業とは何か（２）斎藤喜博と授業論 

7. よい授業とは何か（３）東井義雄と生活綴方 

8. よい授業とは何か（４）東井義雄と教育評価 

9. よい授業とは何か（５）向山洋一と跳び箱の授業 

10. よい授業とは何か（６）仮説実験授業 

11. 学力とは何か・再考 PISA とアクティブラーニング―― 

12. よい授業とは何か・再考 生活綴方の復権（１） 

13. よい授業とは何か・再考 生活綴方の復権（２） 

14. 最終授業時試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献は必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中耕治、2005、『時代を拓いた教師たち』、日本標準 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中耕治、2009、『よくわかる教育課程』、ミネルヴァ書房 

2. 田中耕治、2007、『よくわかる授業論』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF004 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF004／教育相談 

(Educational Guidance and Counseling) 

担当者名 

（Instructor） 
清矢 良崇(SEIYA YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育相談に関する基本的知識を得るとともに、その今日的課題を、具体的事例を素材として、また、教育学および教育社会学の

視点を加えつつ考察しながら、カウンセリングとは異なる「教師の仕事」としての教育相談のあり方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育相談の基本的知識を概説するとともに、その今日的課題を、具体的事例を素材として検討する。また、教育学や教育社会学

的視点からの考察を加味しながら、個々の事例を多角的に吟味することを通して、カウンセリングとは異なる「教師の仕事」として

の教育相談のあり方を理解するための、一貫した視座の可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 教育相談の概念（１） 

3. 教育相談の概念（２） 

4. いじめと教育相談（１） 

5. いじめと教育相談（２） 

6. 不登校と教育相談 

7. 学級経営と教育相談 

8. 進路選択と教育相談 

9. 保護者への援助と教育相談 

10. 学校における教育相談システム 

11. 教育相談と地域諸機関との連携 

12. 教育相談と教師の研修 

13. 職業としての教師と教育相談 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前後に、各授業で提示した具体的な事例を中心に、授業中に紹介した参考文献等で、その詳細を確認しつつ、自分の視

点から理解を深めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席票兼リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 広木克行編、2008、『教育相談』、学文社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、現物資料なども適宜配布する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF005 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF005／道徳教育の理論と方法 

(Moral Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新しい道徳教育の理念と方法 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容を理解します。また、学校の教育活動全体を通じて行う道

徳教育及びその要となる道徳科における指導計画や指導方法を理解します。 

 とくに小学校における道徳教育の考え方及び道徳の時間の指導方法について、「そもそも道徳とは何であり、なぜその教育が

必要なのか」という問いにさかのぼり、理論的・理念的に理解すると同時に、現在、興隆しつつある新しい道徳教育方法の開発を

目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１）前半では、道徳教育を行うに当たって、現代倫理学と現代道徳理論の基礎的な考え方を身につけてもらいます。以下のことが

できるようにします。道徳の本質（道徳とは何か）を説明できる。道徳教育の歴史や現代社会における道徳教育の課題（いじめ、

情報モラル等）を理解している。子供の心の成長と道徳性の発達について理解している。学習指導要領に示された道徳教育及び

道徳科の目標及び主な内容を理解している。 

２）後半では、道徳科における指導計画や指導方法を学びます。講義で自分自身で道徳的な問題についてディスカッションして、

対話による道徳教育の方法、評価の在り方などについて実践的に学びます。以下のようなことを学びます。学校における道徳教

育の指導計画や教育活動全体を通じた指導の必要性を理解している。道徳科の特質を生かした多様な指導方法の特徴を理解

している。道徳科における教材の特徴を踏まえて、授業設計に活用することができる。授業のねらいや指導過程を明確にして、道

徳科の学習指導案を作成することができる。道徳科の特性を踏まえた学習評価の在り方を理解している。模擬授業の実施とその

振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 講義の目的と内容、方法についての説明 

2. 道徳の本質とは何か、倫理的とは何か：現代社会における道徳教育の課題 

3. 現代倫理学の基礎１：義務論と功利主義 

4. 現代倫理学の基礎２：現代の正義論 

5. 現代の道徳教育理論１：子供の心の成長と道徳性の発達 

6. 現代の道徳教育理論２：道徳教育の授業理論（道徳教育の歴史、学習指導要領の道徳教育及び道徳科の目標及び主な

内容、「考え、議論する道徳」） 

7. 現代の道徳教育理論３：シチズンシップと道徳教育 

8. 道徳教育の指導法：道徳教育をどう指導するか、指導計画と指導の必要性、道徳科の特性と多様な指導法、教材と授業設

計、評価の仕方 

9. 新しい道徳教育の方法１：ディベートの取り入れ方（模擬授業、学習指導案の作成、学習評価の仕方、以下４回） 

10. 新しい道徳教育の方法２：ディベートの取り入れ方 

11. 新しい道徳教育の方法３：対話型教育の取り入れ方 

12. 新しい道徳教育の方法４：対話型教育の取り入れ方 

13. 新しい道徳教育の方法５：応用倫理学的テーマと体験学習、その他の多様な指導法 

14. 模擬授業のふりかえりと授業内テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考文献や指定された資料を読み、講義内でのディスカッションに準備すること。授業内容に当たる部分について小学校学習指

導要領道徳編に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義でのディスカッションへの参加(20%)/講義内提出物(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領道徳編』、東洋館出版 (ISBN:449102376X) 

2. 河野哲也、2011、『道徳を問い直す』、筑摩書房 (ISBN:4480065954) 

3. 河野哲也、2015、『「こども哲学」で対話力と思考力を育てる 』、河出書房新社 (ISBN:4309624693) 
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参考文献（Readings） 

1. 清水将吾・河野哲也監訳、2014、『子どものための哲学授業: 「学びの場」のつくりか』、河出書房新社 (ISBN:4309247016) 

2. 松下良平、2011、『道徳教育はホントに道徳的か？』、日本図書センター (ISBN:428430447X) 

3. 小寺 正一・藤永 芳純、2009、『道徳教育を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:4790714047) 

4. 小玉重夫、2003、『シティズンシップの教育思想』、白澤社 (ISBN:4768479065) 

5. B・クリック、2011、『シティズンシップ教育論: 政治哲学と市民』、法政大学出版局 (ISBN:4588603205) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義だけではなく、ディスカッションと、ディスカッションをファシリテートする教育方法を実践する講義になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF012／特別活動の理論と方法 

(Co-curricular Activities) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学校教育における特別活動とは 

担当者名 

（Instructor） 
上岡 学(UEOKA MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動を理論面・実践面から多角的に考察する。同時に特別活動に関連する教育全

般に関する教育観について考察を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校を中心に中学校・高等学校を含む特別活動に関して，歴史・位置づけ・内容・実施方法・評価方法を考察していく。教育観

に関しては，様々なトピックスをテキストに，教育という切り口から現象を捉え，考察していく。 

基本的に１授業を２つに分け，小学校を中心とした特別活動に関する内容と教育観に関する内容との２部構成とする。 

特別活動に関する授業は，学習指導要領の項目に対応させながら，学校教育で行われている数々の事柄の位置づけや意義を

明らかにしていき，考察を加えていきたい。 

教育観に関する授業は，教育に関するいくつかの言説について捉え，その幅と深さに気づき，考察を加えていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学校教育における特別活動 

2. 学級活動１（活動の種類と指導計画） 

3. 学級活動２（指導内容と指導方法） 

4. 学級経営と学級活動の関係１（指導計画） 

5. 学級経営と学級活動の関係２（指導内容） 

6. 児童会活動１（指導方法） 

7. 児童会活動２（留意点） 

8. クラブ活動 

9. クラブ活動と中学校部活動 

10. 学校行事１「儀式的行事」 

11. 学校行事２「文化的行事」 

12. 学校行事３「健康安全・体育的行事」 

13. 学校行事４「遠足・集団宿泊的行事」 

14. 学校行事５「勤労生産・奉仕的行事」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の内容をあらかじめ熟読し、疑問点や課題を整理しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/リアクションレポート（出欠を含む）(50%)/課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、『小学校学習指導要領解説「特別活動編」  』、文部科学省 

テキストについては初回授業時に詳細について指示をする。 

 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

【変更以前の記載内容】 

1.文部科学省 『小学校学習指導要領解説「特別活動編」』 文部科学省 

2.文部科学省 『中学校学習指導要領解説「特別活動編」』 文部科学省 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF013／生徒指導・進路指導 

(Career Guidance and Counseling) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生徒指導・進路指導の日常性を理解する 

担当者名 

（Instructor） 
越川 葉子(KOSHIKAWA YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校教育において、生徒指導と進路指導がになっている役割を理解するとともに、教員として必要な力量形成をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学校で行われる生徒指導は、児童生徒の社会化問題から非行・問題行動への対応まで、その守備範囲は多岐にわたる。また、

生徒指導は、児童生徒の将来を見据えてなされるものであり、その意味で進路指導と密接に関連している。この授業では、実践

の背景にある考え方や教育問題として語られるトピックに批判的視点をもちながら、具体的な対処方法を検討していくとともに、問

題の対応に内在する進路指導の視点を確認していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生徒指導・進路指導とは何か  

2. 生徒指導・進路指導の現状と課題  

3. 教育問題（1）：不登校問題 

4. 教育問題はいかにつくられるのか 

5. 教育問題（２）：校内暴力・体罰問題 

6. 教育問題（３）：いじめ問題 

7. 生徒理解論（１）：教師−生徒関係と生徒理解の方法 

8. 生徒理解論（２）：生徒間トラブルと教師の対応 

9. 生徒理解論（３）：問題行動への対処法 

10. 逸脱と医療化 

11. 進路指導とキャリア教育  

12. 進路指導と学歴問題 

13. 講義全体の振り返りとまとめ 

14. 補論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に小課題を提示し、リアクションペーパーによる意見の集約を行なう予定である。集約した意見は次回の授業時に紹介す

る。他の受講生の意見も参考にしながら講義内容の理解を深めてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回、授業内容に関する資料を配布する予定である。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内で参考文献を紹介していく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法ａ 

(Teaching Methods: Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

5. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

6. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

7. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 生物の観察に関する教材研究（形態と分類） 

10. 太陽や月･星に関する教材研究 

11. 小学校理科の指導法について 

12. 小学校理科における評価について 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B区分の内容） 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(30%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2013、『なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編』、東洋館出版社 

2018 年 8 月 30 日付変更（変更理由：テキスト追加のため） 

 

参考文献（Readings） 

平成 24 年度あるいは 27 年度版 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ａ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図画工作科の指導は、教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくる。そのためこの授業では、図画工作科自

体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換」について理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。後半は授業提案を行い、実践

的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とは何か（記号論的転回から）」 

2. 「図画工作科とは何か（近代・現代美術との関連から）」 

3. 図画工作科の授業の目標 

4. 図画工作科の授業の内容＜表現＞ 

5. 図画工作科の授業の内容＜鑑賞＞ 

6. ［共通事項］について 

7. ＜教材・用具＞について（素材と行為） 

8. 子どもの描画の発達過程（または遡行）について 

9. 図画工作科の＜教科書・学習指導案・評価＞の概要 

10. 授業提案の構想 

11. 授業提案（グループ１） 

12. 授業提案（グループ２） 

13. 授業提案（グループ３） 

14. 授業提案（グループ４）  

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/コメントカード兼出席票(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2009、『小学校学習指導要領 第４版 平成 20年３月告示』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-28695-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／体育科教育法 

(Teaching Methods: Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校体育科授業を実施するために授業指導案を作成し，実際に模擬授業を行うことで，小学校体育における指導上の留意点

について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業指導案をもとに運動の楽しさを体験することや心身の健全な発達を目指したプログラムを計画する。その際には，安全確

保， 動機付けや個人差の考慮など，体を動かす実技指導特有の問題を踏まえた授業運営が必要となる。また，授業進行を考え

ると，児童を整列させることやグルーピングなど指示の出し方によって成果が違ってくる。このような点を考え，模擬授業終了後

に，振り返りの討論の時間を設ける。各授業の時間配分は以下の通りである。 

１．出席と模擬授業の準備，確認 15 分 

２．模擬授業 45 分 

３．振り返りの討論 25 分 

４．まとめ 5 分 

あらかじめ少人数のグループを作り「指導案の作成」「模擬授業」「模擬授業レポートの作成」を行っていく。授業は担当グループ

以外の学生が児童役で実施するものとする。模擬授業終了後，振り返りの討論で楽しく魅力的な体育授業について議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよびグルーピング 

2. 模擬授業１ 

3. 模擬授業２ 

4. 模擬授業３ 

5. 模擬授業４ 

6. 模擬授業５ 

7. 模擬授業６ 

8. 模擬授業７ 

9. 模擬授業８ 

10. 模擬授業９ 

11. 模擬授業 10 

12. 模擬授業 11 

13. 模擬授業 12 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

模擬授業のための準備（シミュレーション）を事前に十分行うこと。また，２回目以降は運動が出来る服装，靴に着替えて集合する

こと。使用施設はポール・ラッシュ・アスレチックセンター地下２階アリーナの予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(40%)/指導実践内容(30%)/指導案レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

2. 鈴木直樹 他 編著、2013、『学び手の視点から創る小学校の体育授業』、大学教育出版 (ISBN:978-4-86429-243-6) 

3. 日本サッカー協会、2014、『サッカー指導の教科書』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03023-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職研究 

(Studies on Teaching Profession) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自らの「実践哲学」をつくりあげる 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職の意義及び教員の役割への理解、進路選択に資する各種機会の提供、教員の職務内容への理解を通じて、教師としての

自己を確立していくための省察を通して、教職専門性の基礎を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年特に求められるようになっている「実践的指導力の養成」を批判的に検討しながら、受講生各自が、教育技術の獲得だけで

はなく、その基盤となる自らの教育観、教師観、授業観、子ども観を探求しつつ、自分なりの「実践哲学」を養成していくことを目指

す。 

 

その基本的な本講義では、以下のテーマを取り上げる予定でいる。 

1. 教職の意義や教員の役割についての議論を紹介し、自分なりの考え方を持てるようにする。 

2．子どもの置かれている環境について、具体的なデータや事実を踏まえ、その背景の理解を深める。 

3．児童をめぐる教員と保護者とのパートナーシップを具体的に考察する。 

4．学級経営を成り立たせる実践的要因を検証する。 

5．授業の構成・構造について理解を深めるために、模擬授業を実施する。教材研究を前提とする学習指導案の作成を通じて、

上記 1～4 を意識しつつ、授業方法を実践的に探求する。これらをグループごとに行う。模擬授業では、ビデオで授業記録を撮り

つつ、終了後全員で協議会を実施し、授業についての批評力を養成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 模擬授業日程・班構成と模擬授業の形式について 

3. 教師 1 年目を見通した学級経営について 

4. 模擬授業と協議会 1 

5. 模擬授業と協議会 2 

6. 模擬授業と協議会 3 

7. 模擬授業と協議会 4 

8. 模擬授業と協議会 5 

9. 模擬授業と協議会 6 

10. 模擬授業と協議会 7 

11. 模擬授業と協議会 8 

12. 模擬授業と協議会 9 

13. 模擬授業と協議会 10 

14. まとめと今後の課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としての学習指導案の作成 

復習としての毎回の感想文の提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業の感想文の提出(80%)/学習指導案の作成など模擬授業への積極的な参加(10%)/最終レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AF116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ａ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｂ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 382 - 

■AF118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／教職実践演習（小学校）ｃ 

(Practice Teaching Seminar(Primary Education)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校教員という教職に求められる資質及び能力の再確認 

担当者名 

（Instructor） 
赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

間もなく小学校の教職に就くに当たって、以下の４点について４年間の立教大学での「学び」を振り返り、必要に応じて不足してい

る知識や関心意欲態度を補充する。 

ア）小学校教員への使命感や責任感、 

イ）社会人としての対人関係能力、 

ウ）児童理解や学級経営に関する知識、 

エ）教科指導に関する知識 

 

授業の内容（Course Contents） 

３分科会に分かれて、それぞれ３人の担当講師とともにテーマに従った少人数で講義および演習をするとともに、全体会をもち

（必要に応じて外部の講師からの講話などを含み￥む）、改訂される次期学習指導要領の概要や初等教育の動向について講話

を聞いたり、模擬的な演習を全体でしたりする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体会① 「オリエンテーション」 ：ア）授業構成と j授業予定の紹介、イ）担当講師の紹介、ウ）履修カルテの活用につい

て、エ）学習指導要領改訂に伴う移行措置など初等教育界の動向概観 

2. 分科会（１） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈１〉 

   国の教育方針と都県レベルの初等教育に対するスローガンに見られる使命感と責任感 

3. 分科会（２）「社会的対人関係能力」の確認と補充〈１〉 

   保護者とのトラブル事例研究➀、職場における同僚との関係（校内研究における同僚性） 

4. 分科会（３）「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈１〉 

   学級経営方針（学級経営案作成）とその実際、そして学級経営力の評価 

5. 分科会（４） 「教科指導力」の確認と補充〈１〉 

   各教科と活動の目標の解釈とその目指す子ども像      

6. 分科会（５） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈２〉 

   特別支援を要する児童の指導事例とその対応における教師の使命感と責任感 

7. 分科会（６） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈２〉 

   保護者とのトラブル事例研究②、地域住民や社会教育施設との関係 

8. 分科会（７） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈２〉 

   インクルーシブ教育の実践とそれに向けた児童理解と学級経営 

9. 分科会（８）「教科指導力」の確認と補充〈２〉 

   ユニバーサルデザインを取り入れた教科指導とその実際 

10. 分科会（９） 「小学校教員としての使命感と責任感」の確認と補充〈３〉 

   規範意識の醸成に向けた指導事例とそこでの教師の使命感と責任感 

11. 分科会（１０） 「社会的対人関係能力」の確認と補充〈３〉 

   保護者とのトラブル事例研究③、学校組織として管理職、養護教諭などとの人間関係 

12. 分科会（１１） 「児童理解と学級経営力」の確認と補充〈３〉 

   学級経営力とその実際の事例研究③、食育、読書教育など○○教育における児童理解 

13. 分科会（１２） 「教科指導力」の確認と補充 

   教科指導の中にある生徒指導および人間教育 

14. 全体会② まとめと総括  ア）４月から教壇に立つ心構え、イ）即求められる幾つかの知識とそのスキル、ウ）はなむけの

言葉                            

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

分科会での課題や、全体会での課題をきちんとこなしてくる。また、関係する文献を当たってくる。さらに履修カルテへの記入や資

料収集などを主体的に実践しポートフォリオ的に自己評価していく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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最終レポート(Final Report)(40%)/演習参加態度、ロールプレーイング(60%) 

♦本授業の１２回分は ABC 三分科会の分かれて三人の講師とともに少人数での講義演習を実施する。そこでの各講師からの課

題解決及び演習実施を中心にして平常点を決定していく。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●本授業は教職に就くための必須の科目である。教育実習等止むを得ない事情以外の欠席及び遅刻のないようにとくに留意す

ること。なお、教育実習期間等に本授業の日程時程が重なった場合は定められた形式での必要な届け出を必ずすること。 

●各分科会の講師や外部講師の都合等で内容の順番が入れ替わったり変更したりすることがある。第 1 回目のオリエンテーショ

ンの授業で日程内容等確認を必ずすること。また、教育実習等で出席できなかった場合、その回の内容の情報収集を怠らずして

おきそれなりの対応をとること。具体的な欠席に対する処方はオリエンテーション時に連絡する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／初等教育実習 

(Teaching Practices in Primary School) 

担当者名 

（Instructor） 

市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

河野 哲也(KONO TETSUYA) 

前田 一男(MAEDA KAZUO) 

和田 悠(WADA YU) 

渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

稲田 素子(INADA MOTOKO) 

小谷 由美(KOTANI YUMI) 

山嵜 雅子(YAMAZAKI MASAKO) 

赫多 久美子(KAKUTA KUMIKO) 

田代 敏博(TASHIRO TOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU4740 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育実践を通して，学校とそれを取り巻く状況，児童への理解を深め，教師としての力量形成の第一歩とする。教職への適性を

見定める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前指導では，指導担当教員との打合わせ，実習への心構えや諸注意に関する具体的な講義，現職教員による講話を予定して

いる。実習中，担当教員は授業を参観し講評する。事後指導では，実習の振り返りと，教育問題についての講話を通して，各自

の実習体験を対象化できるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回事前指導－手続きの説明，実習担当教員との打合わせ 

2. 直前指導 

3. 第２回事前指導－実習の意義と位置づけ，児童理解・指導法などに関する講義 

4. 第３回事前指導－現職教員による講話 

5. 春学期教育実習 

6. 春学期教育実習 

7. 春学期教育実習 

8. 春学期教育実習 

9. 春学期事後指導 

10. 秋学期教育実習 

11. 秋学期教育実習 

12. 秋学期教育実習 

13. 秋学期教育実習 

14. 秋学期事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業外に指導を受けたり、学校訪問をしたりすることがある。テキストをよく読んで理解しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習レポート(40%)/授業活動(60%) 

事前事後指導時のレポート，実習日誌など求められるすべての書類を提出すること。基本的に遅刻欠席は許されない。 

 

テキスト（Textbooks） 

『初等教育実習必携』『教育実習の記録』（大学から配布する） 

 

参考文献（Readings） 

 



 - 385 - 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．三年次から既に事前指導が始まるのでそれらの授業にも必ず出席すること。 

２．事前事後指導、教育実習共に通常の授業以上の時間を必要とする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ａ 

(Music: Vocal and Instrument 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教材

を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
村上 康子(MURAKAMI YASUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教材

を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 １ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

五線譜の読み方に習熟し、音程、音階、主要三和音まで理解する。各自の技能に応じたピアノ曲を練習し、演奏する。共通教材

を中心とした小学校教材曲の歌唱、伴奏（低学年）を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

理論と歌唱活動は一斉指導、ピアノは授業時間外に個別指導を行う。いずれも小学校の教材曲を中心に基礎的な知識・技能か

ら始めて、小学校での指導実践に生かすための音楽理論と実技を身につけられるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 楽譜の特性、音符と休符 

2. 拍・リズム・テンポ・季節の歌唱教材 

3. 拍子・季節の歌唱教材 

4. 第 3 回までの補足・第１学年の歌唱共通教材 

5. 五線と音名・第２学年の歌唱共通教材 

6. 音程 

7. 長調の音階と楽曲 

8. 長調の音階と楽曲 

9. 長調の和音 

10. 短調の音階と楽曲 

11. 短調の音階と楽曲 

12. 短調の和音 

13. 調号 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業までに、テキスト『五線譜の約束』の第１章～第４章を読んでおいてください。授業時間外に、ピアノの練習と個人レッス

ンの受講が必要です。その成果をみるために、学期途中に実技チェックを行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(30%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(30%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

小学校学習指導要領解説音楽編  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ａ 

(Music: Vocal and Instrument 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｂ 

(Music: Vocal and Instrument 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽実技 ２ｃ 

(Music: Vocal and Instrument 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科指導のための音楽理論と実技 

担当者名 

（Instructor） 
市川 恵(ICHIKAWA MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

リコーダー・各種打楽器などを演奏し，合唱・合奏する。和音とコードネームを理解し，教材曲の伴奏を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各種楽器の演奏法と指揮法について，実演を交えて講義し，実技指導する。音楽実技１での知識・技能を基に，和音のしくみをわ

かりやすく解説し，コードネームを見て簡単な伴奏ができるよう指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音階と主要三和音の復習、音階と和音の基礎練習、季節の歌唱教材 

2. メジャーコード、ハ長調のコードネーム伴奏 

3. マイナーコードとセブンスコード、リコーダーの基礎 

4. リコーダーの基礎、ハ長調のコードネーム伴奏 

5. リコーダー教材、ハ長調のコードネーム伴奏、第３学年の歌唱共通教材伴奏 

6. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第４学年の歌唱共通教材伴奏 

7. ト長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第５学年の歌唱共通教材伴奏 

8. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、第６学年の歌唱共通教材伴奏 

9. ヘ長調のコードネーム伴奏、リコーダー教材、いろいろな打楽器 

10. その他の調のコードネーム伴奏、いろいろな打楽器 

11. リコーダーアンサンブル、鍵盤ハーモニカ、合唱教材 

12. リコーダーアンサンブル、打楽器アンサンブル、合唱教材 

13. 器楽合奏、合唱教材 

14. まとめの課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『五線譜の約束』第９章までを復習し、第１２章を読み、基本事項を理解する。 

時間外にピアノの練習を行い、レッスンを受ける。 

学期中に 1～2 回のピアノ（歌唱付）のチェックを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実技レッスン・実技チェック(20%)/ペーパーテスト(40%)/実技テスト(40%) 

４回以上欠席した場合、Ｄ評価となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀他、2006、『五線譜の約束』、明星大学出版部 (ISBN:4895491536) 

2. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

3. 2016、『歌はともだち』（５訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ａ 

(Art Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 １ｂ 

(Art Education 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. 絵画って何だろう？（１） 

3. 絵画って何だろう？（２） 

4. 「ピカソを超えよう」 

5. 「ドローイング／にじみをつくろう」 

6. 「コラージュ／地と図の転換」（１） 

7. 「コラージュ／地と図の転換」（２） 

8. 中間まとめ／近代・現代絵画の鑑賞と解説 

9. 「倒立像の模写」 

10. 「素材と行為」（１） 

11. 「素材と行為」（２） 

12. 「素材と行為」（３） 

13. 「素材と行為」（４） 

14. 鑑賞とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ａ 

(Art Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／造形表現 ２ｂ 

(Art Education 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
子どもの身体 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校「図画工作」の授業を行う上で、最も本質的と思われる見方や考え方を、さまざまな題材および材料体験、鑑賞体験を通し

ながら習得することを目指し、合わせて造形表現活動の楽しさや意義を身体的に感得することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校「図画工作」の造形表現にかかわる学習内容は、大きく分けて「造形遊び」と「絵や立体、工作に表す」活動がある。とくに

「造形遊び」は図画工作科の基底をなす活動であるにもかかわらず、その理論と実践内容が広く浸透しているとは言い難い。本

授業ではこのような現実を踏まえ、子どもの身体へと遡行するような実習内容を中心に、芸術活動と教育の結節点を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「造形遊びと教育」 

2. ワークショップ（１） 「行為をつなぐ」 

3. ワークショップ（２）「感覚のレッスン」 

4. 「関係性をつくる」（１）フィールドワーク 

5. 「関係性をつくる」（２）制作 

6. 「関係性をつくる」（３）発表・鑑賞 

7. 中間まとめ／現代美術の鑑賞 

ダンボールの造形（１） 

8. ダンボールの造形（２） 

9. ダンボールの造形（３）鑑賞 

10. 「素材と行為」（１） 多色刷り木版画・1 版目 

11. 「素材と行為」（２） 多色刷り木版画・２版目 

12. 「素材と行為」（３） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

13. 「素材と行為」（４） シナベニヤによる彩色オブジェの制作 

14. 作品鑑賞会 まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

人間にとって芸術活動とはどのような意味があるのかを広く関心を持って授業に望んで欲しい。 

美術館や画廊などに出かけてみるのも良いだろうし、美術関係の書物などにも触れて欲しい。 

具体的な展覧会や書物は、別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

作品ポートフォリオ(40%)/通常作品課題(30%)/作品コメント等(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版社 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 神林恒道、新関伸也編著、2008、『西洋美術 101 鑑賞ガイドブック』、三元社 (ISBN:ISBN948-4-88303-229-7) 

2. M.メルロ＝ポンティ、1966、『眼と精神』、みすず書房 (ISBN:3010-19321-8005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／理科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校理科教材研究の方法と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校理科における学習内容について、自然科学の体系である物理、化学、生物、地学の内容系統に即して具体的な事物･現

象に基づき、観察や実験といった操作活動を通して、理科教育における指導法・教材開発のあり方を検討する。最終的には、小

学校理科の授業をつくる基本的な資質・能力や技能を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科の「Ａ 物質・エネルギー」「Ｂ 生命・地球」という二つの内容に関する単元の内容、およびその背景にある科学的知

識や技能を実物に触れながら講義するとともに、可能な限り観察や実験の具体的な操作技能の指導も行う。併せて、教材研究

のあり方や方法、理科授業の設計や評価のための方法についても具体的に講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（小学校理科教材研究の目的・方法・内容） 

2. 学習指導要領が求める理科教育像 

3. 理科授業と教材研究のあり方：問題解決の過程を取り入れた授業の設計 

4. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池と豆電球） 

5. 電流と乾電池に関する観察・実験と教材研究（乾電池とモーター） 

6. 磁石と電流に関する観察・実験と教材研究（永久磁石と電磁石） 

7. 電流に関する観察・実験と教材研究（発電と蓄電） 

8. 指導案を作成し、模擬授業を行う（A区分の内容） 

9. 生物の観察に関する教材研究（形態と分類） 

10. 太陽や月･星に関する教材研究 

11. 小学校理科の指導法について 

12. 小学校理科における評価について 

13. 指導案を作成し、模擬授業を行う（B区分の内容） 

14. これからの理科教育のもつ課題 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小学校時代の理科の授業を想起していただきたい。 

可能な限り、現在の小学校理科の教科書を見て、小学校理科授業のイメージをとらえ，自らが受けてきた理科授業と比較し共通

点と違いを見いだしていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業の中で提出していただくレポート(30%) 

単位修得のためには 75％（３／４）以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2013、『なぜ、理科を教えるのか』、文溪堂 

2. 文部科学省、平成 29年 7 月、『小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編』、東洋館出版社 

2018 年 8 月 30 日付変更（変更理由：テキスト追加のため） 

 

参考文献（Readings） 

平成 24 年度あるいは 27 年度版 小学校理科の教科書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 観察、実験の操作活動を行う授業内容を多く含んでいます。服装、髪の毛など十分な配慮をお願いします。観察･実験を行う日

には、できれば白衣やエプロンなどがあれば用意してもらいたいです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／図画工作科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Painting and Handwork) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術活動と教育の結節点をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
大嶋 彰(OSHIMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

図画工作科の指導は、教師の考え方や感じ方、そして身体性によって大きく異なってくる。そのためこの授業では、図画工作科自

体が持っている表現の多様性に降り立ち、そのような指導に必要な教師の「転換」について理解することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、学習指導要領に基づき「目標・内容」「表現・鑑賞」「共通事項」「材料・用具」などについての解説を行うが、重要なのは

受講者も一緒に「子どもの身体」に遡行しつつ考えていくことが必要となる。また、そのことは同時に近代・現代芸術の基本的なあ

り方に接続することも必要であり、自ずから教育との結節点を探っていくことにもなるはずである。後半は授業提案を行い、実践

的に図画工作科の授業を考えてみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 「図画工作科とは何か（記号論的転回から）」 

2. 「図画工作科とは何か（近代・現代美術との関連から）」 

3. 図画工作科の授業の目標 

4. 図画工作科の授業の内容＜表現＞ 

5. 図画工作科の授業の内容＜鑑賞＞ 

6. ［共通事項］について 

7. ＜教材・用具＞について（素材と行為） 

8. 子どもの描画の発達過程（または遡行）について 

9. 図画工作科の＜教科書・学習指導案・評価＞の概要 

10. 授業提案の構想 

11. 授業提案（グループ１） 

12. 授業提案（グループ２） 

13. 授業提案（グループ３） 

14. 授業提案（グループ４）  

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/コメントカード兼出席票(35%)/授業内に指示した提出物等(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 図画工作編』、日本文教出版 (ISBN:978-4-536-59001-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2009、『小学校学習指導要領 第４版 平成 20年３月告示』、東京書籍 (ISBN:978-4-487-28695-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ａ 

(Teaching Methods: Japanese Language) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）継続的に模擬授業とリフレクションを行い、授業実践力を高める。 

（2）今日の国語科教育の動向を理解する。 

（3）「ことばの学び」の教科として国語科がどのような役割を果たせばよいか、自分なりの考えをもてる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、「理論を学んで、それを実践に生かす」という通俗的な教育法・教材研究の方法を採らない。まず学生が授業を行

い、リフレクションをする中で、何が自分（たち）の問題で、それをどのように克服していけばよいかを自分たちの力で見出していく

という課題発見→解決（といっても、完全に解決はしない）型の授業である。そして、課題の解決を目指していく中で、国語科教育

の過去の理論や実践に学んでいくことになる。この経験を重ねつつ、「自分だけにしか作れない指導案」を作成し、「自分だけにし

かできない授業」ができるようになることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「やまなし」朗読会：蟹の兄弟と父親の「声」を再現できるか 

3. 昨年度の優秀な指導案の検討 

4. 前半：ビデオカメラで模擬授業を撮影する意味 後半：模擬授業（1） 

5. 前半：授業リフレクションの方法説明 後半：授業リフレクション（1） 

6. 前半：模擬授業（2） 後半：学生による授業リフレクションに関する論文の発表 

7. 前半：授業リフレクション（2） 後半：模擬授業（3） 

8. 前半：授業リフレクション（3） 後半：模擬授業（4） 

9. 前半：授業リフレクション（4） 後半：模擬授業（5） 

10. 前半：授業リフレクション（5） 後半：模擬授業（6） 

11. 前半：授業リフレクション（6） 後半：模擬授業（7） 

12. 前半：授業リフレクション（7） 後半：最終試練（模擬授業 8） 

13. 児童が交流する書写の授業づくり 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前にメールで提出のこと。提出するまで減点

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/学習指導案の評価(40%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説・国語編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03462-1) 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

【変更以前の記載内容】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説・国語編』東洋館出版社（2008）9784491023717 

 

参考文献（Readings） 

1. 森山卓郎（編）、2016、『書けない子が書けるようになる！ コンパクトに書く力をつける国語科授業モデル』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 

2. 澤本和子・授業リフレクション研究会（編）、2016、『国語科授業研究の展開：教師と子どもの協同的授業リフレクション研究』、

東洋館出版社 (ISBN:9784491032023) 

3. 小笠原喜康・朝倉徹（編）、2017、『哲学する道徳：現実社会を捉え直す授業づくりの新提案』、東海大学出版部 

(ISBN:9784486021438) 

『哲学する道徳』は、渡辺執筆章の第 4 章が参考になる。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）「国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ａ 

(Teaching Methods: Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科の目的、内容、方法を理解する。そのうえで、社会科の授業づくりとそのための教材研究の力量を形成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校社会科の目的、内容、方法を、日本に蓄積された実践記録に基づいて理解した上で、グループで指導案を作成し、それに

基づいた模擬授業を行う。その後、自らとほかの受講生の模擬授業を批判的に検討する。授業の終了時には、以上の知見を踏

まえて、各自で授業案を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方ーオリエンテーションー 

2. 実践記録の分析（１） 

3. 実践記録の分析（２） 

4. 実践記録の分析（３） 

5. 指導案作成（１） 

6. 指導案作成（２） 

7. 指導案作成（３） 

8. 学生による模擬授業＋授業検討会（１） 

9. 学生による模擬授業＋授業検討会（２） 

10. 学生による模擬授業＋授業検討会（３） 

11. 学生による模擬授業＋授業検討会（４） 

12. 学生による模擬授業＋授業検討会（５） 

13. 再・指導案作成 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

科目の性格上、指導案の作成、模擬授業の練習などは、グループあるいは各自で授業時間外に行う必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/模擬授業(30%)/授業検討会への参加(30%) 

自分の模擬授業のときに欠席したものは、いかなる理由があっても単位取得を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業に必要な資料は配布するか、受講生各自が授業前までにダウンロードできるようにする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目の性格上、グループで協力して議論したり、作業したりする必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ａ 

(Teaching Methods: Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を３部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴する。 

第三部は、講義と視聴した映像について振り返りをし、意見感想文などにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における素学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    手作業から生まれる数学的思考を伴う活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実    践演習） 

12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実       践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C領域『測定』『変化と関係』では何を指導するの    か」 測定領域・変化と関係領

域の各学年での指導内容とその実際（指導案作    成と模擬的授業実践演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用数量関係』では何を    指導するのか」データの活用領

域の各学年での指導内容とその実際（指導案     作成と模擬的授業実践演習） そして、本授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 算数編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-023) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ａ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自立し生活を豊かにする生活科教育 

担当者名 

（Instructor） 
神永 典郎(KAMINAGA NORIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 生活科は具体的な活動や体験を通して「自立への基礎」を養う教科として、平成元年から小学校低学年に創設された教科であ

る。そこでこの科目では、生活科創設の背景や基本理念、教科目標や内容について理解して、幼児教育から小学校教育への接

続について考えたり、学習活動の実際を体験することを通して主体的な学びを引き出す授業の在り方について学んだりして行くこ

とをねらいとしている。 

 授業の目標は、以下の通り。 

①生活科創設の背景や基本理念、教科目標や内容について理解することができる。 

②小学校低学年の教育に生活科の果たす役割や、幼児教育から小学校教育への接続について考えることができる。 

③学習指導案の作成等で、小学校低学年の児童の主体的な学びを引き出す学習指導について考えたり工夫したりすることがで

きる。 

④実際に探検したりつくったりして生活科の学習内容を確認し、学習指導案の作成や授業の進め方、学習の評価の仕方につい

て理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、まず、教科目標や内容を確認し、生活科創設の背景や基本理念内容について理解を深めて行く。次に、実際の

授業で行う学習を模した活を行いながら生活科の授業の実際を確認し、学習指導案の作成や授業の進め方、学習の評価の仕

方について理解するとともに、幼児教育から小学校教育への接続について考えたり、主体的な学びを引き出す授業の在り方につ

いて学んで行く。さらに、模擬授業等を通して、小学校低学年の教育に生活科の果たす役割や、低学年児童の興味関心を引き出

し、学習意欲を高めたり気付きの質を高めたりするための指導方法について考えたり工夫したりして学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科教育の目標と内容（生活科の基本理念）  

※活動「私の通学路カードをつくろう！」 

2. 生活科の創設とその経緯             

※活動「通学路カードを紹介をしよう！」 

3. 生活科の内容構成と年間指導計画              

※活動「生活科誕生物語を作ろう！」 

4. 生活科の学習指導と評価（気付きの自覚化に向けて） 

※活動：「学習カードへコメントしていみよう！」 

5. 生活科の授業づくりと単元計画 

※学習指導案の作成①（単元指導計画と授業づくり） 

6. 生活科の授業づくりと一単位時間の学習指導案の作成 

※学習指導案の作成②（本時の展開と授業づくり） 

7. 学習指導案の検討と模擬授業の準備 

※学習指導案のグループ検討と教材等の準備 

8. 単元計画と模擬授業① 

9. 単元計画と模擬授業② 

10. 単元計画と模擬授業③ 

11. 単元計画と模擬授業④ 

12. 単元計画と模擬授業⑤ 

13. 生活科における見取りと評価と、これからの生活科教育とその役割 

14. 振り返りと、最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 学習指導案の作成や模擬授業を行うので、小学校の生活科にはどんな学習内容があるかについて、自分の学習経験を思い出

したり、小学校生活科の教科書に当たったりして確認しておいてほしい。また、生活科教育のねらいや内容をつかむため、『小学

校学習指導要領解説 生活編』を読み込み、理解に努めてほしい。なお、そのような確認を行い、各回の授業外学習時間（予習・

復習）は、４時間程度と考えている。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/各回の授業のリアクションペーパーの提出(20%)/授業への意欲的

な参加と取組(20%) 

※最終テストの他、最終レポートとして、模擬授業のために作成した学習指導案について、授業を行った単元の一単位時間の修

正した学習指導案を提出し、他の平常点と合わせて総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説生活編』、発行予定 

2. 加藤明他、2015、『新版あたらしいせいかつ 上』、東京書籍 (ISBN:ISBN978-4-487-10461-1) 

3. 加藤明他、2015、『新版新しい生活 下』、東京書籍 (ISBN:ISBN978-4-487-11371-2) 

※授業で、資料を配付し進める。また、文部科学省『小学校学習指導要領』（2018）を準備し、小学校の教育課程上の生活科の位

置付けや役割を押さえたり、他の教科等と比較しながら生活科の教科の特色をつかめるようにしてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺本潔編著、2016、『教師力シリーズ 小学校生活』、玉川大学出版部 (ISBN:ISNBN978-4-472-40504-4) 

その他は、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ａ 

(Teaching Methods: Home Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の確認及びスキルアップと実習教材の教材研究を兼ね、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、洗

濯、調理等）や模擬授業も多く実施していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容（総論）について（現行及び新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導計画と学習指導案の作成および評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業（自身で作成した学習指導案：全員発表） 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の３点は授業時間外の課題となる。１点目、模擬授業に向けての学習指導案の作成と教材研究（教材・教具作りを含む）、２

点目、実習教材「衣生活領域」における「生活を豊かにする物」の製作プラン。なお、衣生活領域の基礎・基本の技能の確認と作

品の製作は学校でのみの取り組みとする。したがって授業時間内に完了できない場合は、補習（補講を予定）への出席必須とな

る。３点目、実習教材「食生活領域」での献立作成と準備（グループでの課題となる） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート）(30%)/授業内確認小テスト(30%)/出席態

度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内野紀子 他、2017、『わたしたちの家庭科 5・6』、開隆堂 (ISBN:978-4-304-08064-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池崎喜美恵 他、2009、『小学校家庭科授業研究』、教育出版 (ISBN:9784316802435) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ａ 

(Teaching Methods: Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物(40%)/模擬授業および授業への貢献(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』(5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／国語科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Japanese Language) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）継続的に模擬授業とリフレクションを行い、授業実践力を高める。 

（2）今日の国語科教育の動向を理解する。 

（3）「ことばの学び」の教科として国語科がどのような役割を果たせばよいか、自分なりの考えをもてる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、「理論を学んで、それを実践に生かす」という通俗的な教育法・教材研究の方法を採らない。まず学生が授業を行

い、リフレクションをする中で、何が自分（たち）の問題で、それをどのように克服していけばよいかを自分たちの力で見出していく

という課題発見→解決（といっても、完全に解決はしない）型の授業である。そして、課題の解決を目指していく中で、国語科教育

の過去の理論や実践に学んでいくことになる。この経験を重ねつつ、「自分だけにしか作れない指導案」を作成し、「自分だけにし

かできない授業」ができるようになることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 「やまなし」朗読会：蟹の兄弟と父親の「声」を再現できるか 

3. 昨年度の優秀な指導案の検討 

4. 前半：ビデオカメラで模擬授業を撮影する意味 後半：模擬授業（1） 

5. 前半：授業リフレクションの方法説明 後半：授業リフレクション（1） 

6. 前半：模擬授業（2） 後半：学生による授業リフレクションに関する論文の発表 

7. 前半：授業リフレクション（2） 後半：模擬授業（3） 

8. 前半：授業リフレクション（3） 後半：模擬授業（4） 

9. 前半：授業リフレクション（4） 後半：模擬授業（5） 

10. 前半：授業リフレクション（5） 後半：模擬授業（6） 

11. 前半：授業リフレクション（6） 後半：模擬授業（7） 

12. 前半：授業リフレクション（7） 後半：最終試練（模擬授業 8） 

13. 児童が交流する書写の授業づくり 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員、毎回の指導案作成は必須。介護等体験などで当日出せない場合、授業開始前にメールで提出のこと。提出するまで減点

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/学習指導案の評価(40%) 

欠席が 4 回になった時点で D 評価となる。出席については初回の授業で詳細を説明する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2017、『小学校学習指導要領解説・国語編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-03462-1) 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

【変更以前の記載内容】 

文部科学省『小学校学習指導要領解説・国語編』東洋館出版社（2008）9784491023717 

 

参考文献（Readings） 

1. 森山卓郎（編）、2016、『書けない子が書けるようになる！ コンパクトに書く力をつける国語科授業モデル』、明治図書 

(ISBN:9784182214257) 

2. 澤本和子・授業リフレクション研究会（編）、2016、『国語科授業研究の展開：教師と子どもの協同的授業リフレクション研究』、

東洋館出版社 (ISBN:9784491032023) 

3. 小笠原喜康・朝倉徹（編）、2017、『哲学する道徳：現実社会を捉え直す授業づくりの新提案』、東海大学出版部 

(ISBN:9784486021438) 

『哲学する道徳』は、渡辺執筆章の第 4 章が参考になる。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

（1）「国語科教育論」を履修済みであること、あるいは並行受講することが望ましい。 

（2）毛筆の道具が必要となる。必要なものは初回の授業でお知らせする。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／社会科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Social Studies) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校社会科の目的、内容、方法を理解する。そのうえで、社会科の授業づくりとそのための教材研究の力量を形成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校社会科の目的、内容、方法を、日本に蓄積された実践記録に基づいて理解した上で、グループで指導案を作成し、それに

基づいた模擬授業を行う。その後、自らとほかの受講生の模擬授業を批判的に検討する。授業の終了時には、以上の知見を踏

まえて、各自で授業案を作成する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の進め方ーオリエンテーションー 

2. 実践記録の分析（１） 

3. 実践記録の分析（２） 

4. 実践記録の分析（３） 

5. 指導案作成（１） 

6. 指導案作成（２） 

7. 指導案作成（３） 

8. 学生による模擬授業＋授業検討会（１） 

9. 学生による模擬授業＋授業検討会（２） 

10. 学生による模擬授業＋授業検討会（３） 

11. 学生による模擬授業＋授業検討会（４） 

12. 学生による模擬授業＋授業検討会（５） 

13. 再・指導案作成 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

科目の性格上、指導案の作成、模擬授業の練習などは、グループあるいは各自で授業時間外に行う必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/模擬授業(30%)/授業検討会への参加(30%) 

自分の模擬授業のときに欠席したものは、いかなる理由があっても単位取得を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業に必要な資料は配布するか、受講生各自が授業前までにダウンロードできるようにする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

科目の性格上、グループで協力して議論したり、作業したりする必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／算数科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Mathematics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

算数科教育法 

小学校算数科の目標を達成すべく指導と評価の在り方とその実際 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

目標１：小学校で算数科を指導する内容とその意義を知り、その指導と評価の在り方を知る。 

目標２：算数授業における指導と評価の実際の方法を知り、その実践力を身につける。 

目標３：算数科の指導と評価の実践から、児童理解を深める。 

目標４：算数科学習指導内容の背後にある初等数学の内容とその有用性に触れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業内を３部構成とする。 

第一部は、各回のテーマに沿って算数科の指導内容やその指導と評価の在り方を知るための講義をする。 

第二部は、その講義内容にそって、実際の小学校で実践されている算数授業をＤＶＤなどの映像で視聴する。 

第三部は、講義と視聴した映像について振り返りをし、意見感想文などにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１回：オリエンテーション：「算数科教育は何のためにあるのか」 

     学校教育法などの国の方針と算数教育 

2. 第２回：算数科の目標① 「算数科の学習指導は何を目指すのか」 

     学習指導要領算数科の目標とその解釈 ３つの目標とその背景（学校教育法） 

3. 第３回：算数科の目標②「指導要領と指導要録」 

     学習指導要録における算数科の評価の観点とその実際  

4. 第４回：算数科における数学的思考力① 「算数科で育てる『数学的な考え方』とは何か」 

     「論理的な考え方」と「統合的・発展的な考え方」 

5. 第５回：算数科における素学的思考力②「算数科で育てる数学の内容としての思考力とは何か」 

    「関数の考え」「集合の考え」「単位の考え」 

6. 第６回：算数科における「数学的活動とは何か」  

    手作業から生まれる数学的思考を伴う活動 

7. 第７回：算数科における問題解決学習① 「算数科の問題解決学習とは何か」 

    算数科の問題解決学習の６段階 

8. 第８回：算数科における問題解決学習② 「算数科の問題解決学習の問題点は何か」 

    単元の指導計画の在り方 

9. 第９回：算数科における評価活動① 「算数科の授業末に実施する評価とは何か」 

    算数科の知識と技能を子どもが確実に身に着けるための「～末の評価」 

10. 第１０回：算数科における評価活動②「授業中に実施する評価活動とは何か」 

    関心意欲態度や数学的思考力を育てる学習過程に行われる瞬時の評価 

11. 第１１回：算数科の指導内容➀ 「A領域『数と計算』では何を指導するのか」 

    数と計算領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実    践演習） 

12. 第１２回：算数科の指導内容② 「新」B領域『図形』では何を指導するのか」 

    図形領域の各学年での指導内容とその実際（指導案作成と模擬的授業実       践演習） 

13. 第１３回：算数科の指導内容③ 「新 C領域『測定』『変化と関係』では何を指導するの    か」 測定領域・変化と関係領

域の各学年での指導内容とその実際（指導案作    成と模擬的授業実践演習） 

14. 第１４回：算数科の指導内容④と総括 「新 D 領域『データの活用数量関係』では何を    指導するのか」データの活用領

域の各学年での指導内容とその実際（指導案     作成と模擬的授業実践演習） そして、本授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義のテーマに沿って以下のような発展的課題を解決し作業してくる。 

ア）毎回の講義内容に関する意見・感想をレポート執筆してくる。 

イ）講義内容の復習とそのノートまとめ、自主的なノートづくりを継続的にすすめる。 

ウ）紹介された参考文献や課題書籍等を自主的に熟読しノートなどにまとめておく。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/最終時における講義ノートの出来栄え(40%) 

３/４以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2008、『小学校学習指導要領解説 算数編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4-491-023) 

 

参考文献（Readings） 

1. 算数科教育学研究会 編、2016、『新編 算数科教育研究 改訂版』、東洋館出版 (ISBN:978-4-7616-0390-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

●教材作成や資料貼付の為にはさみと糊を使用することがある。各自自分用の糊とはさみを用意すること。 

●作品としてのノートづくりをするので本講義専用のノート（できれば B５版の一般的なノート）を 用意し、講義記録のみならず自

学自習用として用いる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／生活科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Life Environmental Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自立し生活を豊かにする生活科教育 

担当者名 

（Instructor） 
神永 典郎(KAMINAGA NORIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 生活科は具体的な活動や体験を通して「自立への基礎」を養う教科として、平成元年から小学校低学年に創設された教科であ

る。そこでこの科目では、生活科創設の背景や基本理念、教科目標や内容について理解して、幼児教育から小学校教育への接

続について考えたり、学習活動の実際を体験することを通して主体的な学びを引き出す授業の在り方について学んだりして行くこ

とをねらいとしている。 

 授業の目標は、以下の通り。 

①生活科創設の背景や基本理念、教科目標や内容について理解することができる。 

②小学校低学年の教育に生活科の果たす役割や、幼児教育から小学校教育への接続について考えることができる。 

③学習指導案の作成等で、小学校低学年の児童の主体的な学びを引き出す学習指導について考えたり工夫したりすることがで

きる。 

④実際に探検したりつくったりして生活科の学習内容を確認し、学習指導案の作成や授業の進め方、学習の評価の仕方につい

て理解することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、まず、教科目標や内容を確認し、生活科創設の背景や基本理念内容について理解を深めて行く。次に、実際の

授業で行う学習を模した活を行いながら生活科の授業の実際を確認し、学習指導案の作成や授業の進め方、学習の評価の仕

方について理解するとともに、幼児教育から小学校教育への接続について考えたり、主体的な学びを引き出す授業の在り方につ

いて学んで行く。さらに、模擬授業等を通して、小学校低学年の教育に生活科の果たす役割や、低学年児童の興味関心を引き出

し、学習意欲を高めたり気付きの質を高めたりするための指導方法について考えたり工夫したりして学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生活科教育の目標と内容（生活科の基本理念）  

※活動「私の通学路カードをつくろう！」 

2. 生活科の創設とその経緯             

※活動「通学路カードを紹介をしよう！」 

3. 生活科の内容構成と年間指導計画              

※活動「生活科誕生物語を作ろう！」 

4. 生活科の学習指導と評価（気付きの自覚化に向けて） 

※活動：「学習カードへコメントしていみよう！」 

5. 生活科の授業づくりと単元計画 

※学習指導案の作成①（単元指導計画と授業づくり） 

6. 生活科の授業づくりと一単位時間の学習指導案の作成 

※学習指導案の作成②（本時の展開と授業づくり） 

7. 学習指導案の検討と模擬授業の準備 

※学習指導案のグループ検討と教材等の準備 

8. 単元計画と模擬授業① 

9. 単元計画と模擬授業② 

10. 単元計画と模擬授業③ 

11. 単元計画と模擬授業④ 

12. 単元計画と模擬授業⑤ 

13. 生活科における見取りと評価と、これからの生活科教育とその役割 

14. 振り返りと、最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 学習指導案の作成や模擬授業を行うので、小学校の生活科にはどんな学習内容があるかについて、自分の学習経験を思い出

したり、小学校生活科の教科書に当たったりして確認しておいてほしい。また、生活科教育のねらいや内容をつかむため、『小学

校学習指導要領解説 生活編』を読み込み、理解に努めてほしい。なお、そのような確認を行い、各回の授業外学習時間（予習・

復習）は、４時間程度と考えている。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/各回の授業のリアクションペーパーの提出(20%)/授業への意欲的

な参加と取組(20%) 

※最終テストの他、最終レポートとして、模擬授業のために作成した学習指導案について、授業を行った単元の一単位時間の修

正した学習指導案を提出し、他の平常点と合わせて総合的に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『小学校学習指導要領解説生活編』、発行予定 

2. 加藤明他、2015、『新版あたらしいせいかつ 上』、東京書籍 (ISBN:ISBN978-4-487-10461-1) 

3. 加藤明他、2015、『新版新しい生活 下』、東京書籍 (ISBN:ISBN978-4-487-11371-2) 

※授業で、資料を配付し進める。また、文部科学省『小学校学習指導要領』（2018）を準備し、小学校の教育課程上の生活科の位

置付けや役割を押さえたり、他の教科等と比較しながら生活科の教科の特色をつかめるようにしてほしい。 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺本潔編著、2016、『教師力シリーズ 小学校生活』、玉川大学出版部 (ISBN:ISNBN978-4-472-40504-4) 

その他は、授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／家庭科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Home Economics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校家庭科教育法－教科理解と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校における家庭科教育の指導に必要な知識と技能を習得し、児童・生徒の生きる力を育む教科「家庭」の魅力を探りなが

ら、授業を創造する力を身につけることを目指す 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校家庭科教育の目標、内容、指導計画および学習指導案の作成方法、評価等について概説する。関連して児童を取り巻く

生活課題に気づき、生きる力を身につけるための家庭科教育の果たす役割や可能性について検討していく。一方小学校家庭科

の指導で必要とされる技能面の確認及びスキルアップと実習教材の教材研究を兼ね、可能な限り体験学習（被服製作・裁縫、洗

濯、調理等）や模擬授業も多く実施していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（模擬授業のグループ決め 他） 

2. 家庭科の目標・内容（総論）について（現行及び新学習指導要領の確認） 他 

3. 家庭科の指導計画と学習指導案の作成および評価について 他 

4. 実習教材の検討「衣生活領域－基礎・基本の知識と技能」確認と基礎縫いの実習 他 

5. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（前半） 

6. 実習教材の検討「衣生活領域－生活を豊かにする物の製作」（後半） 

7. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議①（家族・家庭生活領域) 

8. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議②（衣食住の生活領域） 

9. グループ模擬授業－教材研究を深めた模擬授業と研究協議③（消費生活・環境領域） 

10. 実習教材の検討「食生活領域－基礎基本の知識と技能」 献立作成 他 

11. 実習教材の検討「食生活領域－基礎・基本の知識と技能」 簡易調理実習と献立の確認 他 

12. 実習教材の検討「食生活領域－炊飯と味噌汁を含めた１食分の献立調理」 調理実習の実際と技能の確認 他 

13. 個人模擬授業－導入を工夫した模擬授業（自身で作成した学習指導案：全員発表） 

14. 学習のまとめと確認－災害時の衣食住と家庭科の学び  他 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

以下の３点は授業時間外の課題となる。１点目、模擬授業に向けての学習指導案の作成と教材研究（教材・教具作りを含む）、２

点目、実習教材「衣生活領域」における「生活を豊かにする物」の製作プラン。なお、衣生活領域の基礎・基本の技能の確認と作

品の製作は学校でのみの取り組みとする。したがって授業時間内に完了できない場合は、補習（補講を予定）への出席必須とな

る。３点目、実習教材「食生活領域」での献立作成と準備（グループでの課題となる） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学習指導案の作成と模擬授業(30%)/実習教材への取り組みと提出物（作品・小レポート）(30%)/授業内確認小テスト(30%)/出席態

度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 内野紀子 他、2017、『わたしたちの家庭科 5・6』、開隆堂 (ISBN:978-4-304-08064-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 池崎喜美恵 他、2009、『小学校家庭科授業研究』、教育出版 (ISBN:9784316802435) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／音楽科教育法ｂ 

(Teaching Methods: Music) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小学校音楽科教育法 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校の音楽科教育に関する理論的・実践的諸問題を考察し，指導計画から評価を含む指導法の実際を体験的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と実習，学生による模擬授業，本日のライブの活動によって構成する。講義では，音楽科教育の目標やカリキュラム，子ども

の音楽的発達などについての視点を提供する。ライブでは，ゲストを交えた生演奏を通して，音楽を共有する原点を体験できるよ

うにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音楽科の存在理由・学習指導要領 

2. 歌唱教材の研究と指導法１ 

3. 歌唱教材の研究と指導法２ 

4. 鑑賞教材の研究と指導法１ 

5. 鑑賞教材の研究と指導法２ 

6. 器楽教材の研究と指導法 

7. 年間指導計画と指導案の作成・教育評価 

8. 打楽器演奏の鑑賞と打楽器の指導法 

9. 音楽づくりの指導法と実践 

10. 音楽教育の歴史・学生グループによる模擬授業 

11. 学生グループによる模擬授業 

12. 学生グループによる模擬授業 

13. 学生グループによる模擬授業 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回授業の前に、テキスト pp.1-36 を読んでおいてください。ピアノ伴奏、ソプラノリコーダー、歌唱など、授業時間外の練習が必

要になります。学習指導案の作成、小レポートなどの課題を課します。また、模擬授業に向けては、グループでの準備が必要で

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の提出物(40%)/模擬授業および授業への貢献(20%)/学習指導案とパフォーマンステスト(40%) 

欠席が４回以上でＤ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阪井恵・有本真紀、2009、『ハートフルメッセージ初等音楽科教育法』、明星大学出版部 (ISBN:4895491730) 

2. 2016、『歌はともだち』(5 訂版）、教育芸術社 (B006ZVRLLO) 

小学校学習指導要領解説音楽編 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF202／社会科教育論 

(Education of Social Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教養としての社会科教育 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①社会科という教科の理論的枠組み（歴史、目的、方法）について基本的な知識を獲得することで、教科の意義と課題を把握す

ることができる。②ヘンリー・ジルーの言うところの「変革的知識人としての教師」にふさわしい社会科の批判的教授法について、

社会科の討論授業の経験に学ぶことでそれを具体的に構想できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①戦後教育と社会科教育の歴史的展開について、学習指導要領の歴史的変遷や教科書をめぐる諸問題に照準を合わせて検討

する。②戦後の民間教育運動のなかで蓄積されてきた社会科の討論授業とそこでの学力形成について、実践記録を手がかりに

考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 戦後教育と社会科教育の歴史(1) 

3. 戦後教育と社会科教育の歴史(2) 

4. 戦後教育と社会科教育の歴史(3) 

5. 社会科の学習指導要領(1) 

6. 社会科の学習指導要領(2) 

7. 社会科の学習指導要領(3) 

8. 社会科教育をめぐる論点(1) 

9. 社会科教育をめぐる論点(2) 

10. 小学校・社会科の討論授業と学力形成 

11. 中学校・社会科の討論授業と学力形成 

12. 高校・日本史の討論授業と学力形成(1) 

13. 高校・日本史の討論授業と学力形成(2) 

14. 授業全体の振り返りとまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文部科学省の Webサイトにアクセスし、「学習指導要領」をはじめとして、社会科教育に関する情報を入手し、自主的に理解を深

めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパーの内容や講義で課せられる課題の提出(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤公明、2015、『考える日本史授業 4』、地歴社 (ISBN:978-4885272271) 

テキストはレポート課題の必読文献であり、授業全体の理解を深めるために必ず入手すること。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の問題関心や受講者数に応じて授業計画を一部変更する場合がある。テーマに「教養としての社会科教育」を掲げた。教

科教育の一つである社会科教育について、既存の社会科教育学の枠組みを捉え返し、広い社会的・歴史的な文脈のなかに位置

づけることで、市民学としての社会科教育を講じる予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF206／家庭科教育論 

(Introduction to Domestic Science) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
家庭科概論ー教科「家庭」のとらえ直し 

担当者名 

（Instructor） 
増茂 智子(MASUMO TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまで学ぶ側にあった学校教育における家庭科について、指導する側を意識した教科観・指導観等を培い、家庭科の面白さや

大切さ等を探りながら、家庭科教育の役割をとらえ直すことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は教科「家庭」に関する史的背景や学ぶ意義、および教科の目標や内容等を講義やアクティヴラーニングを通じ検討し、後

半はワークショップ中心に家庭科の魅力や課題等を検討していく。ワークショップでは、グループディスカッション、被服実習（手縫

いやミシン縫い等）や簡易実験・調理実習等の体験学習、ロールプレイングやプレゼンテーション等を予定している。受講生が主

体的に学べる機会を可能な範囲で多く取り入れる予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス （受講生の確認） 他 

2. 家庭科教育の本質 （歴史、社会的背景、等） 

3. 家庭科教育の目標と内容 

4. 小学校家庭科の学習課題と学習指導要領の確認（次期学習指導要領の検討含む） 

5. 自然科学の視点からの家庭科教育（簡易実験の試みと試食等） 

6. 社会・人文科学の視点からの家庭科教育（生活文化を含む) 

7. 家庭科の学習指導 

8. ワークショップ：家庭科の学習指導（ロールプレイングの試み） 

9. ワークショップ：家庭科の評価について「（グループ討論 ）、確認小テスト 

10. ワークショップ:食文化を意識した調理実習 

11. ワークショップ：創作・製作活動・実習（前半） 

12. ワークショップ：創作・製作活動・実習（後半） 

13. 受講生による家庭科に関するテーマのプレゼンテーション 

14. まとめ（作品合評会も予定） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前半は、講義でふれた内容に関しての復習、後半はワークショップに関しての準備等がある。ワークショップに関しての準備に

は、たとえば創作・製作活動の製作プランと教材の準備、調理実習に伴う献立作成と調理の準備、またプレゼンテーションの準備

等がある。授業時間内に製作活動が終了できない場合は、授業外での完成をが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内実施の確認小テスト(40%)/ワークショップへの取り組みと提出物(30%)/プレゼンテーション(20%)/出席状況やリアクションペ

ーパー等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池崎喜美恵 他、2009、『小学校家庭科授業研究』、教育出版 (ISBN:9784316802435) 

 

参考文献（Readings） 

1. 日本家庭科教育学会、2013、『生きる力をそなえた子どもたちーそれは家庭科教育から』、学文社 (97847620238) 

2. 伊深祥子 他、2013、『評価が変わると授業が変わる』、開隆堂 (ISBN:9784304021084) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

教職科目（家庭科指導法）を履修する人は、できれば本授業も履修することを進める。教科「家庭」への理解を深め、家庭科教育

の役割と児童への指導・支援について、指導法の授業だけでは補えないものをフォローしていく予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF207／体育実技 

(Physical Education) 

担当者名 

（Instructor） 
安松 幹展(YASUMATSU MIKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU3720 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では，小学校で実施する運動種目を扱いながら，それぞれの種目内容および教授法を理解する。また，児童の発育・発

達に応じて，楽しく運動に親しみながら健康と体力の向上を目指した体育教育の指導法を学習することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

体育指導要領の「適切な運動の経験と健康・安全についての理解を通して，生涯にわたって運動に親しむ資質や能力の基礎を

育てるとともに健康の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい生活を営む態度を育てる」ことを実技を通して理解する。また，

「心と体を一体としてとらえて健全な成長を促す」という基本方針にくわえて「スポーツパーソンシップ」に関しても学習しながら体

育授業の心構えと指導法の技術，知識を身につける。基本的には，２時限の授業で１〜２種目の運動種目を取り上げ，その種目

の内容と練習方法を含めた教授法についての実技となる。また，池袋キャンパスで実施不可能な種目は，新座キャンパスや立教

小学校の施設を利用して行う場合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 準備体操とストレッチング・アイスブレイク（鬼遊び） 

2. 体つくり運動系（縄跳び・動きつくり・ボール遊び） 

3. 運動遊び（一輪車・ジャグリング・バランスボール）・器械運動系 1（鉄棒） 

4. 陸上競技系（かけっこ・リレー・ハードル走・跳躍） 

5. 表現運動系（表現リズム遊び・フォークダンス） 

6. ボール運動系室内ゴール型 1（ポートボール・バスケットボール・ハンドボール） 

7. ボール運動系室内ネット型 1（ドッジボール・バレーボール） 

8. ボール運動系室内ネット型 2（卓球・バドミントン・インディアカ・バドポン） 

9. ボール運動系屋外ネット型（テニス）・屋外ゴール型（サッカー・フットサル） 

10. ボール運動系室内ゴール型 2（ユニホック・アルティメット） 

11. ボール運動系ベースボール型 

12. 機械運動系 2（マット運動・跳び箱・組体操） 

13. 水泳運動系 1（ウォーター・エクササイズ・着衣泳） 

14. 水泳運動系 2（４泳法・水球） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱う運動種目の内容やルールについて，各自が事前に予習してくること。また，毎回運動が出来る服装，靴に着替えて集

合すること。施設は主にポール・ラッシュ・アスレチックセンターを利用する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加態度(70%)/それぞれの運動種目の理解(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 文部科学省、2015、『小学校学習指導要領解説 体育編』、東洋館出版社 (ISBN:978-4491031613) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF251／国語科教育論 

(Japanese Language Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ことばを哲学する」ためのパフォーマンス 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ここ数年の本授業は、ことばを哲学するための基本知識の提供を重視してきた。今年度はもちろんこのことも重視するが、数年ぶ

りに、受講者の表現活動、パフォーマンス活動、グループワークにより傾斜した授業をしてみたい。すなわち、実際に「言語を哲学

する」活動をもって、言語を研究的視点から捉え直すための導入としたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「論理的に言葉を使う」ということを小学校から重視し導入すべきである、という提言や意見も多い。しかしながら、私はその立場

を採らない。なぜ採らないのかは授業を受けてみれば分かるのだが、簡単に言えば、論理だけに囚われていては、論理を超えた

飛躍ができないのではないか。この問いを深めるための講義が全体の内容となる。小学校教員免許取得のための科目である

が、教員志望であるかどうかは問わず、自分の言葉を相対化することが主眼である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：aibo と対話する、パフォーマンス発表会のグループ決め 

2. 「パフォーマンス」とは何か？：インプロをやってみよう 

3. 「たんぽぽの ぽぽのあたりが 火事ですよ」（坪内稔典）をどう「読む」か。 

4. 物語を創作するのに「文法」はあるか？：（1）創作の実践 

5. 物語を創作するのに「文法」はあるか？：（2）創作した作品の発表 

6. 偶然性と会話：マイケル・オークショットの「人類の会話における詩の言葉」 

7. 新海誠作品における言葉（1）『君の名は。』より 

8. 新海誠作品における言葉（2）『言の葉の庭』より 

9. 文字オタクになろう（1）：教科書の文字、手書き文字、書籍の文字 etc. 

10. 文字オタクになろう（2）：筆で文字を書く（描く？）実践 

11. 言語パフォーマンス発表会（1） 

12. 言語パフォーマンス発表会（2） 

13. 言語パフォーマンス発表会のリフレクション 

14. 授業内試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（1）次回扱う資料などを事前に配布し、読了しておくよう求めることがある。 

（2）グループ活動や創作活動の多い授業なので、「ひとりで哲学する」のが好みだという人にはあまり適合的でないかもしれな

い。そのあたりを考えてから受講すること。 

（3）パフォーマンス発表会の事前準備が必要となるので、グループでの授業時間外の準備は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/言語パフォーマンス発表の完成度(40%) 

毎回リアクションペーパーを提出してもらう。4 回欠席した時点で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺哲男、2010、『「国語」教育の思想：声と文字の諸相』、勁草書房 (ISBN:9784326250653) 

2. 森田伸子編、2013、『言語と教育をめぐる思想史』、勁草書房 (ISBN:9784326250820) 

3. 高橋雄一郎、2005、『身体化される知：パフォーマンス研究』、せりか書房 (ISBN:9784796702621) 

4. リチャード・シェクナー、1998、『パフォーマンス研究 : 演劇と文化人類学の出会うところ』、人文書院 (ISBN:9784409100092) 

その他の文献は授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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・内容に興味があれば、教職をめざさない人の履修も歓迎します。 

・昨年度の授業内容からは大きく変更されるので、そのつもりで受講すること。 

・初等に進むことを決めている（迷っている）2 年生は、できるだけ 2 年次で履修すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF253／算数科教育論 

(Mathematics Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
算数科教育論：小学校算数科教育内容の背後にある初等数学と学習理論： 

担当者名 

（Instructor） 
黒澤 俊二(KUROSAWA SHUNJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現行指導要領（平成２０年度版旧指導要領）における小学校算数科の学習指導内容とそれらを構成している初等数学の理論を

知り、その指導方法の背後にある指導法の理論を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 小学校算数科の指導内容を構成している初等数学とその指導法の理論を講義し、それらの理論を深めるための実際の算数科

の授業をＤＶＤ映像で視聴したり、数学問題演習に取り組んだりする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション「現行指導要領における算数科の学習指導内容４領域」及び新指導要領の動向 

2. 数と計算領域① 「数とは何か」（「すう」と「かず」） 

  数の意味と表現、十進位取り記数法、整数の性質、そしてその指導 

3. 数と計算領域② 「計算とは何か」（計算指導の３つの内容） 

  四則計算の意味指導、演算決定能力、そしてその指導 

4. 数と計算領域③ 「計算はどのようにするのか」 

  計算の仕方指導とその習熟、計算力とは何か（暗算、概算、筆算、珠算、式算） 

5. 量と測定① 「量とは何か」（外延量と内包量） 

  量の概念とその概念形成、量感、そしてその指導 

6. 量と測定② 「測定とは何か」（測定の４段階） 

  測定の意味とその方法、単位と単位名の仕組み、量の計算 

7. 図形①「図形教育の４つの目標」 

  基本的な図形の概念形成と包摂関係、対象概念と関係概念 

8. 図形②「空間観念の育成」 

  空間と図形、概念と観念、敷き詰め、図形の美しさ、図形と論証 

9. 数量関係①「式の よみ、かき」 

  総合式と分離式、表現式と操作式、交換法則・結合法則・分配法則、式で説明する力 

10. 数量関係②「関数の考え」 

  「関数」の意味と「関数の考え」、 関数の考えの５段階、関数の考えの第一歩、 

11. 数量関係③「資料の整理とよみ」 

  統計とは何か、小学校で扱う表とグラフの意味と良さ、統計の必要性 

12. 新しい時代に向かう算数数学教育① 人間の発達と数学的思考力の関係 

  具体的操作活動と念頭操作、、論理的思考力の発達、統合的発展的思考の育成 

13. 新しい時代に向かう算数数学教育② 数学的リテラシィの育成 

  生きて働く数学の知識、プログラミング的思考、コンピテンシィベースの学力数学的リテラシィ、  ＩＣＴの活用、 

14. 新しい時代に向かう算数数学教育③ 新指導要領と目指す高次目標 

  論理と情緒、科学的精神陶冶、、数学における対話と協働性、「学びに向かう力」、人間性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ア）毎回課す初等数学の問題演習のワークシートを必ず完成してくる。 

イ）講義で話題とした文献をきちんと読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出欠と授業態度（話し合いや意見発表）(20%)/演習問題の出来映え(20%) 

毎回の講義録や自主的な学習記録としてのノートづくりを進める。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 黒木 哲徳、2009、『入門 算数学』、日本評論社 (453578406,9784535785403) 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF254／理科教育論 

(Science Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
理科教育概論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 雅幸(ISHII MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

児童の発達を踏まえた、小学校理科の年間や単元、１単位時間の各レベルにおける指導計画の作成、実際の学習指導、その評

価、及び観察・実験の基礎技能や安全管理や安全指導などを含む理科教室経営などのそれぞれの能力を習得できるようにする

ことが目的である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

小学校理科授業の全体像のおおまかな構造と、授業つくりの考え方をとらえることができるようにする。具体的には、大まかな単

元の指導計画と１単位時間レベルの本時案を作ることができるようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 何のために理科教育を行うのか（理科教育の目的）：小学校の教育課程の全体から理科教育の目的を

導出し、理科という教科の存在意義を明確にしていく。 

2. 理科教育で教えるべきことは何か（理科教育の目標）：戦後の小学校理科の目標の変遷をたどることから、時代とともに変

化している理科の目標を明らかにし、理科における普遍的な目指すべき目標を明確にしていく。 

3. 理科教育で教えることは何か（理科教育の内容）：戦後の小学校理科の内容の変遷をたどることから、理科における時代に

依存しない内容を明確にするとともに、現行の学習指導要領理科の内容の特徴とその意味を導出する。 

4. 学習指導要領理科の内容に関して、小学校と中学校の系統の一覧を作成を通して、小、中学校の内容的な系統性をとらえ

ることができるようにする。 

5. どのように理科の授業をつくり指導を行うのか（理科教育の方法）：児童の実態を発達的にとらえることから、年間や単元、１

単位時間の各レベルにおける指導計画の作成に関して解説する。また、１単位時間の学習指導計画を作成させ、実際の学

習指導を構想してもらう。そして、構想した学習指導案に基づいて、授業のシミュレーションを行い、学習指導案を改善して

いくという実習を行う。 

6. どのように理科の評価を行うのか（理科教育の評価）：集団準拠、あるいは目標準拠の評価方法、さたに観点別評価などに

ついて解説することから、評価の方法を獲得できるようにする。また、実際の授業を参観したり、授業の映像を見たりしなが

ら、教師の働きかけと児童の活動の様子の関係を分析することから、授業の評価の方法やよりよい授業の構成方法を獲得

できるようにする。 

7. 観察・実験の基礎技能：実際に観察・実験器具を用いて実習し、観察・実験器具を扱う場合の基礎技能を獲得できるように

する。また、児童がそれらの器具を安全に使用できるための教師の留意点を習得できるようにする。 

8. 理科室経営：理科の授業を行う上での安全についての考え方を実際に実習しながら、安全管理や安全指導を考慮した理科

室の経営のあり方を考察できるようにする。 

9. 小学校理科における観察・実験を行う意義について。小学校理科の内容を実習してもらい、その中での観察・実験をおこな

う意味を考察してもらう。 

10. 理科模擬授業（問題を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

11. 理科模擬授業（観察・実験の結果から結論を見出す場面）：理科の模擬授業を行ってもらい、理科授業の構成を検討する 

12. 指導略案の作成方法 

13. 教材と授業つくり 

14. 指導略案の作成について テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

日頃から学校教育で行われている活動をあらゆる場面を見つけて見たり聴いたりできるようにしてください。また、学校教育に関

わる情報には敏感になって欲しいです。 

 受講するまえに、その日の予定をみてテキスト等に目を通し、関連する事項を事前に調べておく様にしてください。その日の活

動を内容を考慮して服装なども気にかけてください。 

 受講後には、その日の学びの内容を整理し、疑問に思った点を自らも調べ補うようにしてください。特に、その日に扱った内容を

子どもが扱うことで子どもは何を獲得できるのかを考え整理をしておいてください。 

 今日の学びが、全体の本科目の構成の中のどのような位置にあるのかを予習や復習の段階でとらえていくことが大切です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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授業時の小レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 角屋重樹、2014、『なぜ理科を教えるのか』、文溪堂 

平成 29年 6 月に文部科学省のホームページで公開された小学校学習指導要領解説理科編が発刊されていれば購入してくださ

い。まだ、発刊されていなければ文部科学省のホームページからダウンロードして印刷してください。テキストとして活用します。 

 

参考文献（Readings） 

平成 29年 3 月告示の小学校学習指導要領並びに、平成 28 年 12 月に中央教委育審議会がだした答申。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小学校教員になることを目指している方は、是非とも受講してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AF255／生活科教育論 

(Education of Life Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生活科の特質と指導法 

担当者名 

（Instructor） 
田村 学(TAMURA MANABU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU2700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生活科の本来の趣旨を正しく理解し、その実現に向けた指導の在り方、児童理解の方法、指導計画の作成等を実際に行い、子

ども中心の豊かな生活科が実践できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平成元年に告示された学習指導要領によって位置付られた新教科生活科の誕生の背景、これまでの経緯などから、生活科の教

科の趣旨を理解する。その上で、学習指導要領の目標、内容等の構成について学ぶ。さらには、（１）から（９）までの各内容につ

いて、具体的な実践例を交えて、授業の進め方、活動の構想などについて考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新教科生活科の誕生「自分の学んだ生活科を思い起こしてみよう」  

2. 第 1 期生活科「みどり本から学ぶ、生活科の特徴・本質」  

3. 第 2 期生活科「すみれ本から学ぶ、内容の精選、１２から８へ」  

4. 第 3 期生活科「どのように変容してきたのか」 

気付き、幼小連携について考える・まとめ  

5. 生活科の構造「目標、学年目標、内容の構造」  

6. 生活科の内容（１）「学校と生活を考えよう」  

7. 生活科の内容（２）「家庭と生活を考えよう」  

8. 生活科の内容（３）「地域と生活を考えよう」  

9. 生活科の内容（４）「公共物と公共施設の利用を考えよう」  

10. 生活科の内容（５）「季節の変化と生活を考えよう」  

11. 生活科の内容（６）「自然や物を使った遊びを考えよう」  

12. 生活科の内容（７）「動植物の飼育・栽培を考えよう」  

13. 生活科の内容（８）「生活や出来事の交流を考えよう」  

14. 生活科の内容（９）「自分の成長を考えよう」  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学習指導要領解説の熟読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/中間レポート(20%)/ノート等(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 文部科学省、2018、『学習指導要領解説』、東洋館出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 田村学、2009、『今日的学力をつくる新しい生活科授業づくり』、明治図書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL001 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成ａ 

(Arts and Humanities for Career Development) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL002 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／人文学とキャリア形成ｂ 

(Arts and Humanities for Career Development) 

担当者名 

（Instructor） 

林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学本来の学びの中で、個々の目標を問い、学問の意味や目的を明確にしながら、じぶんで人生設計し、キャリアをデザイン

することが目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

もともと「汝自身を知ること」が人文学の永遠の主題です。どんな時代や文化であろうと、全ての人間が「おのれとその生き方」を

追求しました。しかもその答えが個人個人で違う点こそが、他の学問と異なって人文学の真髄なのです。この授業は、職業教育

ではありません。将来の人生設計を念頭に置きながら、「じぶんはいったい何者なのか」「人と共に生きるとは何なのか」「じぶん

の人生全体で探求したいテーマは何か」といったことを考えることが目標です。基本はじぶんで考えることです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション・趣旨説明・履修上の注意・スケジュール確認 

2. ゲスト講師による講義１ 

3. ゲスト講師による講義２ 

4. ゲスト講師による講義３ 

5. ゲスト講師による講義４ 

6. 振り返り 

7. ゲスト講師による講義５ 

8. ゲスト講師による講義６ 

9. ゲスト講師による講義７ 

10. ゲスト講師による講義８ 

11. 振り返り 

12. ゲスト講師による講義９ 

13. ゲスト講師による講義１０ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第１回授業（ガイダンス）には必ず出席すること。各回の配付資料等は事前に Blackborad上に掲出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義と振り返りへの積極的な取り組み(30%)/小レポート(3 回、20％＋20％＋30％)(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献や参考資料等は Blackboard上で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講は同一曜日時限に 2 クラスに分けて開講される。自分の配当クラスに出席しないと単位が取得できない。履修登録状況画

面等でよく確認し、指定されたクラスに出席すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL101／インターンシップ 

(Internship) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3830 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

就業体験を通じて文学部での学びを深化させる機会を得る。また，キャリアデザインを考える機会とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・「職業と人文学」・「人文学とキャリア形成」の単位取得者対象。 

・春学期中に事前研修等を通じて，インターンシップへの参加目的を明確にし，必要な知識やスキルを体得する。夏季休暇中もし

くは秋学期中に派遣先で実際に就業体験を積んだ上で，秋学期に事後研修，レポート作成，体験報告会などを通して，インター

ンシップ研修の成果や今後の課題等を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 4 月 6 日（金） インターンシップ説明会 

 【時間】11:30～12:30 【教室】 X203 

 ※履修希望者は必ず出席すること。 

2. 4 月 7 日（土）～4月 12 日（木） 履修希望届提出期間 

4 月 12 日（木） 17：00 履修希望届締切 

3. 4 月 16 日（月）履修登録予定者発表 

4 月 19 日（木）履修登録予定者ガイダンス  

 【時間】12:25～13:05 

4. 5 月 10 日（木） 事前研修① 

 【時間】18：20～19：50 

5. 5 月 31 日（木） 事前研修② 

 【時間】18：20～19：50 

6. 7 月 5 日（木） 事前研修③ 

 【時間】18：20～19：50 

7. 7 月 19（木） 派遣前ガイダンス  

 【時間】12：25～13：05 

8. 7 月 19 日（木） 事前研修④ 

 【時間】18：20～19：50 

9. 8 月上旬～9 月 夏期インターンシップ（実質 10 日間以上） 

10. 9 月 履修登録（その他登録） 

11. 9 月下旬～12 月 秋期インターンシップ（実質 10 日間以上） 

12. 9 月 27 日（木） 事後研修① 夏期インターンシップ報告会・レポート提出 

 【時間】18：20～19：50 

13. 11 月 29 日（木） 事後研修② 

 【時間】18：20～19：50 

14. 1 月 10 日（木） 事後研修③ 秋期インターンシップ報告会・レポート提出 

 【時間】18：20～19：50 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

秋学期履修登録科目であるが、履修希望者は 4 月 6 日(金)の説明会（X203 教室 11:30～12:30）に必ず出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出物(30%)/インターンシップ研修先の評価(20%)/レポート内容(30%)/体験報告会での報告内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

2 週目以降のガイダンス及び事前・事後研修の教室は、4月 6日（金）の説明会にて発表する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL103／合同講義１ 

(Joint Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
届かない声を聴く 

担当者名 

（Instructor） 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

佐藤 壮広(SATOU TAKEHIRO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI） 

宇井 志緒利(UI SHIORI） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

キリスト教学や文学、史学など「人文学」の方法のうえに立ち、人類がグローバリゼーションを経て共通の課題に直面するという

現代的課題に応えられるように、履修者とともに聞こえない声を聴く「聴力」を鍛えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、トランプ米国大統領の誕生などの「番狂わせ」か続いている。こうした時代には、言語化されない人々の悩みや想い、時代

のうねりを聞き取る耳が必要だ。担当者ならびに、ゲストスピーカーが、メディアにはほとんど取り上げられることのない多様な

「届かない声」を紹介し、履修者とともに、どのように耳を傾ければ、そうした声を聞き取れるようになるのか、考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 島の語り 1：日本の事例 

3. 沖縄の声 1：フィールドで聞こえた声 

4. 沖縄の声 2：直面する課題の重み 

5. 奄美の声：出身者の語りを聴く 

6. アジア民衆の声 1：NPO活動のなかで聞こえてきた声 

7. アジア民衆の声 2：聴く耳をどのようにつくるのか 

8. アジア民衆の声 3：現場の語り 

9. インドの声：サバルタン研究から 

10. アメリカの声 1：マイノリティ・ジェンダーの視点 

11. アメリカの声 2：取り残された人々 

12. 文学を通して届く声 

13. 授業内レポートに基づく履修者の報告 

14. ワークショップ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メディアでは取り上げられることの少ない声を聴き取るよう、耳をすまし、その結果、聴き取れた声を、授業中に回収するレポート

としてまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパーの内容(60%)/ワークショップ・討議などへの参画度(20%)/授業内レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／音楽学演習 ２ 

(Seminars in Musicology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
レクイエムの系譜 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 勉(SASAKI TSUTOMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ローマ・カトリック教会の死者のための典礼を理解するとともに、音楽が常に社会や宗教観などとの関わりにおいて変化したこと

を具体的に考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋音楽史を概観しながら、様々な時代の音楽家による「レクイエム」（死者のためのミサ曲）を聴き、その音楽様式や表現の変

遷と社会的背景について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋音楽史における時代区分と音楽様式の変遷 

2. ローマ・カトリック教会の死者のための典礼とレクイエム 

3. 中世のグレゴリオ聖歌によるレクイエム 

4. ルネサンス期の音楽の特徴と背景 

5. ルネサンス期のレクイエム：J.オケゲムなど 

6. バロック期の音楽の特徴と背景 

7. バロック期のレクイエム：A.カンプラなど 

8. 古典派時代の音楽の特徴と背景 

9. 古典派時代のレクイエム：W.A.モーツァルトなど 

10. ロマン派時代の音楽の特徴と背景 

11. ロマン派時代のレクイエム：G.ヴェルディなど 

12. セシリア運動とレクイエム 

13. 20 世紀の音楽の特徴と背景 

14. 20 世紀のレクイエム 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱える作品は限られているため、それを補うために CDや YouTubeなどを利用して作品を数多く聴くように努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート 1(25%)/レポート 2(25%)/レポート 3(25%)/レポート 4(25%) 

授業期間中に４回レポートを提出(100%)レポートの提出方法など、詳細については初回授業時に説明。欠席回数が 4 回を超えた

場合は D 評価。遅刻・早退は３回で欠席１回。欠席は 1 回につき素点から 5％を減点。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. J.ハーパー、2010、『中世キリスト教の典礼と音楽』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7313-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義を中心に進行しますが、演習科目なので、必要に応じて課題を与え、発表を求めます。 

遅刻、私語厳禁。質問など発言を歓迎。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 １ 

(Calligraphy 1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また，書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業実施日：8 月 1 日（水）、2日（木）、3 日（金）、6 日（月）、7日（火） 1 時限～3 時限 

 

注意事項（Notice） 
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■AL108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／書道 ２ 

(Calligraphy 2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 大蔵(KANEKO DAIZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2210 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
文学科日本文学専修、文芸・思想専修の教職課程登録者のみ履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国・日本の古典や名筆を臨書し，学習することによって，中学校国語科書写で指導するのに必要な技術と書道全般の背景や

知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習では半紙での古典臨書によって書道の基本ともいえる楷書・行書の筆法や字形を会得する。また， 書道の歴史的背景や用

具・用材の知識を身につけるための講義をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 用具・用材の説明と書道の話 

2. 楷書について（筆法・字形・線質など） 

楷書課題実習 

3. 九成宮醴泉銘 

4. 孔子廟堂碑 

5. 雁塔聖教序 

6. 牛けつ造像記 

7. 鄭羲下碑 

8. 楽毅論 

9. 行書について（筆法・字形・線質など） 

行書課題実習 

10. 蘭亭序 

11. 争坐位文稿 

12. 温泉銘 

13. 風信帖 

14. 創作 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業提出半紙課題(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『書 1』高等学校芸術科（書道）文部科学省検定済教科書（光村図書出版） 

 

参考文献（Readings） 

特になし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業実施日：8 月 1 日（水）、2日（木）、3 日（金）、6 日（月）、7日（火） 4 時限～6 時限 

 

注意事項（Notice） 
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■AL110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／実作・実践研究 ２ 

(Study on Artistic Creation 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART3820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL112／実作・実践講義 ２ 

(Lectures on Artistic Creation 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「形（かたち）」を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 健仁(MIWA KENJIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術における，「形（かたち）」に注目した作品解釈の方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「形」に注目するとは，「何が（内容）」より「いかに（形式）」に，まず眼を向けてみることである。芸術作品を，「形」という視点から紹

介，分析することで，各々のジャンル（たとえば美術，映画，音楽など）がどのような「形式」的特質を持つかを探る。 

たとえば，「バラの花(内容)」は絵画でも，音楽でも，映画でも表現可能である。 

けれど，「いかに（形式）」という点で異なるために，結果としてできあがる「バラ」は，それぞれ独自の表現性（「絵画的なバラ」，

「音楽的なバラ」，「映画的なバラ」）を持つことになる。 

毎回の講義では，さまざまな芸術作品（美術，建築，文学，音楽，映像，舞台芸術など)を取り上げ，とりわけ「制作のプロセス」，

「鑑賞のプロセス」，「作品と鑑賞者の関係」に注目しながら，各々の表現が持つ「形」の魅力について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション｜この講義における「形」という語の定義について 

2. 絵画における「形」（1） 

3. 絵画における「形」（2） 

4. 絵画における「形」（3） 

5. 絵画における「形」（4） 

6. 絵画における「形」（5） 

7. 彫刻における「形」 

8. 建築における「形」 

9. 演劇における「形」 

10. ダンスにおける「形」 

11. 音楽における「形」 

12. 映画における「形」 

13. アニメーションにおける「形」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示については，履修登録完了後に Blackboard上などで履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/リアクションペーパー兼出席票(40%) 

欠席回数が授業実施回数の半分以上の場合，Ｄ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL201／心理学 １ 

(General Psychology 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学は，ヒトのふるまいの原理や発達過程を検証することで意識やこころに迫ろうとしてきた。本講義では，まずこころの科学

が扱う対象やその基本的な方法について概説する。次いで、心理学における代表的な論争や実践の場を紹介することで、心理

学のテーマ（何を問題としているのか）について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学の源流 

3. 心理学の射程―意識をめぐって 

4. 心理学の方法―実験（１） 

5. 心理学の方法―実験（２） 

6. 心理学の方法―観察（１） 

7. 心理学の方法―観察（２） 

8. 心理学の方法―質問紙・面接（１） 

9. 心理学の方法―質問紙・面接（２） 

10. こころの発達（１） 

11. こころの発達（２） 

12. 遺伝 vs.環境論争 

13. 個人差と個性 

14. 授業のまとめとレポート試験について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて小レポート課題、リアクションペーパーの提出を求める。小レポートは１課題につき 1200 字以上，計

2 回出す予定であり，Blackboardでの電子ファイル提出，〆切厳守とする。 

受講にあたっては秋学期「心理学２」を続けて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 梅本尭夫, 大山正、1994、『心理学史への招待―現代心理学の背景 (新心理学ライブラリ)』、サイエンス社 (ISBN:978-

4781907208) 

2. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL202／心理学 ２ 

(General Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山崎 寛恵(YAMAZAKI HIROE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心の科学に関する基本的な知見を学び、それらを歴史的背景と関連付けて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，心理学史における代表的な立場について具体的な研究を紹介し、またシンプルな実験を実際に体験することで、そ

の理論的背景の理解を目指す。また各立場の相違や論争を概説し、それらを通して心理学の基本的な問題の理解を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理学成立前史 

3. 実験科学としての心理学と精神分析学 

4. ゲシュタルト心理学（１） 

5. ゲシュタルト心理学（２） 

6. 行動主義 

7. 新行動主義 

8. 認知心理学（誕生の背景と特徴） 

9. 問題解決 

10. 記憶と想起 

11. ヒューマンエラー 

12. 認知科学の転回 

13. 生態心理学（１） 

14. 生態心理学（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各トピックの進行に合わせて小レポート課題、リアクションペーパーの提出を求める。小レポートは１課題につき 1200 字以上，計

２回出す予定であり，Blackboardでの電子ファイル提出，〆切厳守とする。提出フォーマット等については授業中に指示するので

留意すること。 

受講にあたっては春学期開講の「心理学１」に続いて履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小レポート(20%)/リアクションペーパー(20%) 

評価および受講の注意点については，初回ガイダンスでアナウンスするので必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜資料を配布または指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐々木正人、2015、『新版アフォーダンス』、岩波書店 (ISBN:978-4000296342) 

2. 鹿取廣人,杉本敏夫, 鳥居修晃、2015、『心理学 第 5 版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121095) 

3. 梅本尭夫, 大山正、1994、『心理学史への招待―現代心理学の背景 (新心理学ライブラリ)』、サイエンス社 (ISBN:978-

4781907208) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 439 - 

■AL203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 １ 

(Information Processing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マルチメディア入門「伝える」をテーマにした情報処理の講義 

担当者名 

（Instructor） 
小山 洋行(KOYAMA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

情報や意図などを「より良く伝える」ための多様な観点を認識する。そして昨今のデジタル関連の興味深い内容や事例から、デジ

タル情報技術の関心の幅を広げる。将来の情報化社会や情報技術をより深く学ぶためのステップになることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マルチメディア入門と題して生活の中のデジタル技術とそれに関わる仕組み、問題点などを解説していく。デジタル情報機器や技

術に関しての知識や、それと密接に関わっている「デザイン」や「アート」さらに「メディアリテラシー」の知識を深める。皆さんの素

朴な疑問などもとりあげて解説する予定。講義形式で行い、実習はありません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概要説明、オリエンテーション 

2. ハードウエア 

3. インターフェイス 

4. ソフトウエア 

5. DTP 

6. グラフィックデザイン（構図、色彩） 

7. コンピュータグラフィックス、アニメーション 

8. WEBデザイン 

9. インターネット・ネットワーク技術（１） 

10. インターネット・ネットワーク技術（２） 

11. デジタルデータ、映像などの圧縮技術 

12. 放送 

13. 携帯端末 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席および受講態度(50%)/課題(10%) 

３／４以上の出席を必要とする 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 440 - 

■AL204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 ２ 

(Information Processing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理入門 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基礎的な情報技術の習得を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

情報の表現方法、処理方法、利用方法を学ぶことは、学生として、また今後社会人として活躍するためにも重要です。本授業で

は、情報リテラシーを演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、情報倫理とセキュリテイー、Microsoft Windows の基本操作 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 既存のデータを利用した文書の作成 

6. 表計算の基本操作 

7. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

8. 数式・関数を活用した集計表の作成 

9. グラフの基本 

10. プレゼンテーションの企画 

11. わかりやすいストーリー構成 

12. センスアップするレイアウトデザイン 

13. イメージを伝えるイラスト・写真活用 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2013、『情報利活用コンピュータリテラシーOffice2013/2010 対応』、日経 BP社 

 

参考文献（Readings） 

ガイダンスで紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ａ 

(Information Processing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成をつうじて，PCプレゼンテーションの特徴と，情報処理の基礎的な知識や技

能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成の中でアプリケーション上での項目の位置付けやスライドの内容・提示方法など PCプレゼンテーションで考慮すべ

き点についてもふれていく。 

実習形式の授業となるため，全てコンピュータ教室で実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式・デザイン変更 

2. スライドレイアウトの変更と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPoint上での表およびグラフ作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図示 

5. 画像の挿入と加工及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 矢印・ボックス等図形の挿入と配置の整理及び図形へのテキスト入力 

7. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

8. スライドデザインと印刷 

9. アウトラインを利用したスライド操作とデータ移動 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PCプレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して上記授業内容から外れる事柄であっても質問があれば自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/提出物（各回締切までの提出のみ）(80%) 

欠席回数が４回を超えた場合 D評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboardより提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ａ 

(Information Processing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料の構成要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者の

前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげた具体的

な留意点を説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表内容と展開の整理 

2. 講評・ポイント抽出と文章の省略 

3. ポイントのグループ化 

4. 講評・要素の統合と差別化を構成する要素 

5. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

6. 講評・SmartArtの問題点と項目の省略 

7. 図解による項目関係性の可視化・図形の利用 

8. 講評・要素の関係性パターンと配置・配色 

9. 色による項目関係性の強調とデザイン 

10. 講評・色の心理的影響と統一感および光媒体での見やすさ 

11. 画像を利用した表現 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーション利用とは 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に指定する課題及び出席含む実習への参加態度(75%)/最終課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL207／ギリシア語 １ 

(Greek 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、本講義と秋学期に開講されるギリシア語２とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、新たな文法項目

の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２）、アクセント 

3. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（１）、定冠詞 

4. 第１・第 2 変化名詞および形容詞（２） 

5. ω動詞：直説法能動相現在・未来 

6. ω動詞：直説法能動相未完了過去・アオリスト 

7. ω動詞：直説法能動相第 2 アオリスト 

8. 前接辞・後接辞、疑問代名詞・不定代名詞ほか 

9. 第 3 変化名詞：子音幹（１） 

10. 第 3 変化名詞：子音幹（２） 

11. 第 3 変化名詞（３）：母音幹、関係代名詞 

12. 指示代名詞、強意代名詞 

13. 形容詞と副詞の比較 

14. 母音融合動詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題(35%)/小テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL208／ギリシア語 ２ 

(Greek 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 俊一郎(YOSHIDA SHUNICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典ギリシア語の初等文法を学ぶ。古典ギリシア語を初めて学ぶ学生が、春学期に開講されるギリシア語１と本講義とを合わせ

て、一年間で初等文法の全体を学び終えることを目標とする。春学期に開講されるギリシア語１の内容を履修者が習得済みであ

ることを前提とするので、注意されたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、教科書に沿って古典ギリシア語の文法の習得を進める。各回の講義は、前回の練習問題の解答および解説と、

新たな文法項目の説明からなる。また、活用・変化形についての小テストを随時行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 流音・鼻音幹動詞の未来、人称代名詞 

2. 第 3 変化形容詞 

3. μι動詞の直説法能動相現在・未完了過去・アオリスト 

4. ω動詞の能動相現在・未来・第 2 アオリスト分詞 

5. ω動詞の能動相第 1 アオリスト分詞、μι動詞の能動相現在・第 2 アオリスト分詞 

6. 接続法能動相現在・アオリスト 

7. 希求法能動相現在・未来・アオリスト 

8. 直説法中・受動相現在、直説法中動相未来 

9. 直説法中・受動相未完了過去、直説法中動相アオリスト 

10. 接続法中・受動相、希求法中・受動相 

11. 受動相アオリスト・未来 

12. 完了・過去完了・未来完了 

13. 命令法 

14. 特殊なアオリスト、動形容詞、動詞の主要部分、数詞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、教科書の練習問題を解いて提出する必要がある。また、古典ギリシア語は初等文法において覚える項目が非常に多いの

で、授業内容についての予習・復習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/課題(35%)/小テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 水谷智洋、1990、『古典ギリシア語初歩』、岩波書店 (ISBN:9784000008297) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL209／ラテン語 １ 

(Latin 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。春学期では教科

書の前半部を終えることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の導入、発音とアクセント 

2. 動詞の活用（現在形） 

3. 名詞の活用（第一、第二） 

4. 形容詞の活用（第一、第二） 

5. 動詞の活用（未完了過去、未来） 

6. 前置詞、不定詞 

7. 名詞の活用（第三） 

8. 形容詞の活用（第三） 

9. 動詞の活用（完了） 

10. 動詞の活用（過去完了、未来完了） 

11. 受動相 

12. 名詞の活用（第四、第五） 

13. 能相欠如動詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/提出課題(30%)/受講態度、出席状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL210／ラテン語 ２ 

(Latin 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ラテン語初級文法 

担当者名 

（Instructor） 
村上 寛(MURAKAMI HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語の初級文法を身につけ、文の構造を理解し、平易な文章について文意を取ることが出来るようにする。秋学期では教科

書の後半部を終えることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ラテン語は古代ローマ帝国で公用語として使われた言語で、西ローマ帝国滅亡後もキリスト教の公用語として、また近代に至るま

で学術、文学の領域でも主要な言語として西洋世界を支え続けてきた。イタリア語やフランス語といったいわゆるロマンス語はラ

テン語から派生した言語であり、ラテン語について学ぶことは今日においても西洋世界を深く知る一助となるだろう。 

本授業では所定の教科書を使いながら基礎的な文法事項を学びつつ、文法構造の解析、訳などの練習問題を行っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 代名詞（１） 

2. 代名詞（２） 

3. 接続法（１） 

4. 接続法（２） 

5. 条件文 

6. 不定詞 

7. 関係代名詞 

8. 非人称動詞 

9. 分詞 

10. 奪格の独立的用法 

11. 形容詞の比較、数詞 

12. 動名詞、動形容詞 

13. 命令法、目的分詞 

14. 既習事項の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習を行うことが望ましい。また授業の進行に応じて練習問題、復習用の課題を出すので、随時提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/提出課題(30%)/授業態度、出席状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田中利光、1990、『ラテン語初歩＜改訂版＞』、岩波書店 (ISBN:4-00-002419-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 水谷智洋、2009、『羅和辞典＜改訂版＞』、研究社 (ISBN:978-4767490250) 

2. 松平千秋／国原吉之助、1990、『新ラテン文法』、東洋出版 (ISBN:978-4809643019) 

3. 河島思朗、2016、『基本から学ぶラテン語』、ナツメ社 (ISBN:978-4816360756) 

上記以外については授業内で適時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL211／宗教思想 １ 

(Religious Thought 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キリスト教と「知」 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現在の我々の「知」の大枠を決定した近代西欧思想の中で、キリスト教の神がどのように理解されているかを知る。受講者がそれ

らの思想に直接触れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１７世紀から１９世紀までの西欧の思想家を原則として１回に一人ずつ取り上げ、その宗教理解を中心に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 近代科学とキリスト教 

3. デカルト：理性の根拠としての神 

4. スピノザ：永遠の相のもとに 

5. パスカル：理性と信仰 

6. ロック：経験と信仰 

7. カント：理性の限界と神の要請 

8. シュライアマッハー：聖なるものの感情 

9. ヘーゲル：歴史を導く神 

10. フォイエルバッハ：投影としての神 

11. マルクス：イデオロギーとしての宗教 

12. キルケゴール：実存と信仰 

13. ニーチェ：神の死 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

期末提出のレポート課題に取り組む事。（課題Ａ：毎回の授業でポイントとなる問いが設定されるので、授業後に各自この問いに

対する答えを作成しておく。課題 B：授業で取り上げられた思想家のうち 1 名を選び、その思想家の著作、ないしはその思想家に

関連する本を読んでレポートする。）授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求

める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

授業参加度は、出席とレポート課題Ａなどにより判断する。詳細は最初の授業で説明するので必ず出席のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL212／宗教思想 ２ 

(Religious Thought 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米のキリスト教 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 成就(IWATA SHIGENARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者が現代哲学に触れ、とくにその宗教思想について自分自身で考える機会を持つこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「神なき時代」と言われる現代において，欧米の思想家たちは宗教や信仰の問題をどのように考えてきたのか。２０世紀以降の思

想家を数人取り上げ、その宗教思想を中心に紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ヤスパース：哲学的信仰 

3. ハイデッガー：死へ向かう存在 

4. ハイデッガー：存在の神秘 

5. レヴィナス：絶対的に他者なるもの 

6. ベルグソン：閉じた宗教から開かれた宗教へ 

7. フロイト：幻想としての宗教 

8. ユング：元型と宗教 

9. バタイユ：エロティシズムと宗教 

10. ウィトゲンシュタイン：語り得ないもの 

11. デリダ：「キリスト教」の脱構築 

12. リクール：象徴は思考を促す 

13. 補足 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

期末提出のレポート課題に取り組む事。（課題Ａ：毎回の授業でポイントとなる問いが設定されるので、授業後に各自この問いに

対する答えを作成しておく。課題 B：授業で取り上げられた思想家のうち 1 名を選び、その思想家の著作、ないしはその思想家に

関連する本を読んでレポートする。）授業に漫然と出席するのではなく、以上の課題に取り組みながら主体的に参加することを求

める。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(40%) 

授業参加度は出席やレポート課題Ａなどにより判断する。詳細を最初の授業で説明するので必ず出席のこと。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業で詳しく紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL213／倫理思想 

(Introduction to Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の平和教育をめぐる諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
柳堀 素雅子(YANAGIBORI SUGAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1100 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦後日本の学校教育における平和教育の歴史は長いが、いろいろな問題点も存在する。戦後 70 年以上経過した日本は、平和

教育においても歴史的蓄積ができている。そしてそれぞれの時期における平和教育の内容を分析することが可能である。それら

の資料をもとに、今後の日本の学校教育における平和教育のあり方を模索し、構築していくことが主な目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教職をめざす人を中心に、現代の日本の学校教育における「平和教育」のあり方を考えていく。 

授業は主に、グループ討論形式で行なっていく。自分たちが受けてきた平和教育をふり返りながら、活発にグループ討論を行な

う。そして今後の日本の学校教育における望ましい平和教育のあり方を探求し、再構築していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戦後日本の平和教育の歴史 1950 年代～1960 年代（講義） 

2. 戦後日本の平和教育の歴史 1970 年代～冷戦終結まで（講義） 

3. 戦後日本の平和教育の歴史 1990 年代～現代まで（講義） 

4. 自分たちが受けてきた平和教育をふり返りながら、グループ討論によって問題点を捜し出す。（グループ討論） 

5. 平和教育についてのグループ討論の結果報告をし、全体討論を行なう。（全体討論） 

6. 日本の歴史教育と平和教育の関係性とその問題点（講義） 

7. ドイツの歴史教育と平和教育（講義） 

8. 日本の歴史教科書問題（講義） 

9. 日本の学校教育における歴史教育と平和教育の関係性と問題点について、グループ討論で話し合い、探求した結論を出

す。（グループ討論） 

10. 日本の戦争責任問題をめぐる歴史的変遷（講義） 

11. 日本の学校教育における戦争責任問題の取り扱い方とその問題点をグループ討論で話し合う。（グループ討論） 

12. 日本の歴史教育、平和教育、戦争責任問題について、グループ討論の結果を踏まえて全体討論を行なう。（全体討論） 

13. 憲法九条改正問題について、問題点の焦点を説明し、グループ討論を行なう。 

（講義＋グループ討論） 

14. 憲法九条改正問題について、グループ討論の結果を踏まえて全体討論を行なう。 

（全体討論） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外に本で調べたり、インターネットで検索したりして、グループ討論に必要な情報収集をすることが必要です。授業中に

行なうグループ討論では、各自が集めた情報をもとに意見交換や討論をじゅうぶんに行なうようにしてください。教職をめざす人

が教員になった場合を想定 

して、平和教育の問題について議論します。教育について普段から関心をもって、意欲的に本や教育関係の雑誌を読んだりし

て、グループ討論を充実させる準備をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート（複数回）の内容(60%)/リアクションペーパーの内容(20%)/グループ討論の状況(20%) 

80 パーセント以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹内久顕編、2011 年、『平和教育を問い直す』、法律文化社 (ISBN:ISBN978-4-589-03376-5) 

2. 児玉克哉、佐藤安信、中西久枝、2004 年、『はじめて出会う平和学』、有斐閣 (ISBN:ISBN4-641ー12236-9) 

3. べティ・りアドン、アリシア・カべスード、2005 年、『戦争をなくすための平和教育』、明石書店 (ISBN:ISBN4-7503-2212-1) 

4. 高柳先男、2000 年、『戦争を知るための平和学入門』、筑摩書房 (ISBN:ISBN4-480-04238-5) 
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必要に応じて、その都度豊富な参考文献を紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ討論は必ず行ないます。全体討論も行なう予定です。教職をめざす人が中心の授業になります。教職に必要な単位とし

て履修する人以外の人が履修した場合も、教職をめざす人と同じ内容で授業を行ない、成績評価の基準も教職をめざす人と同じ

になります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL214／英米文学概論 

(General Survey of English and American Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学研究ことはじめ 

担当者名 

（Instructor） 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

4/23 付 語句訂正 

【変更前】テスト 

【変更後】筆記試験 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米文学のテクストを鑑賞しながら，初学者にとって読解のために必要な文学的技法や歴史的・文化的背景を学びます。英米の

差異や文学の可能性を体感すると同時に，若々しい感覚を研ぎすませ，おのおのの知的関心が指ししめす方向をみずから発見

します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では，英米文学専修の複数の講師が各 1-2 回ずつ，それぞれの専門分野と研究対象に基づいて，英文学と米文学の主

要なトピックを講義します。多様な作品を多様な観点から考察することによって，英米文学とその研究の多様性も示されます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション （小山） 

2. アメリカの詩 （澤入） 

3. アメリカの小説 (政治) 1 (新田) 

4. アメリカの小説 (政治) 2 (新田) 

5. アメリカの散文 (歴史) 1 (古井) 

6. アメリカの散文 (歴史) 2 (古井) 

7. イギリスの演劇 1 （岩田） 

8. イギリスの演劇 2 （岩田） 

9. イギリスの詩  （藤巻） 

10. 英語の散文 (モダニズム／ポストモダニズム) 1 （イエイツ） 

11. 英語の散文 (モダニズム／ポストモダニズム) 2 （イエイツ） 

12. アメリカの演劇・表象文化 1 (舌津) 

13. アメリカの演劇・表象文化 2 (舌津) 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

どんなものでもよいので，英米の文学作品を 1 冊以上読んでおいてください。翻訳でもかまいません。 

 

また、各回の講義内容について作ったノートを読み返し、講義で扱われた作品に翻訳でもよいので目を通してみてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

第 1-第 13 週のうち，4 回以上欠席した場合には第 14 週の【変更前】テスト 【変更後】筆記試験 の受験資格が失われます。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL216／フランス文学・文化概論 

(Introduction to French Lit. & Culture) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学史・文化史入門 

担当者名 

（Instructor） 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

澤田 直(SAWADA NAO) 

横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文学・文化・社会を歴史的に概観します。またいくつかの作品を取り上げ，具体的にその内容・魅力を紹介します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品は，それぞれの時代と社会状況のなかでどのように書かれ，また読まれてきたのか，また作品が時代をどのように描い

たのか。フランスの文学と文化を中世から年代順に概観し，同時に文化と社会状況について整理しながら，フランス文学の変遷

を見ていきます。 

いわゆる文学史の授業なので、暗記事項も決してすくなくありませんが、フランスに興味を持つ者にとっての最低限の教養だと思

って頑張って覚えてください。また、試験は暗記事項だけでなく、内容の理解を問う論述問題も出します。それぞれの時代の文学

の特徴を的確に把握し、それらをつなぐ隠された論理を自分なりに探しながら、積極的に授業を受けることが肝要です。 

授業のやり方については、複数の教員がリレー式で講義を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業全体の説明 

2. 中世 

3. ルネサンス 

4. 17 世紀 

5. 18 世紀 

6. 19 世紀１・ロマン主義 

7. 中間テスト 

8. 19 世紀２・写実主義と自然主義 

9. 19 世紀３・詩 

10. 20 世紀１・詩 

11. 20 世紀２・小説 

12. 20 世紀３・思想 

13. 20 世紀４・思想 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示された文献を積極的に読んで,授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/中間テスト(30%)/出席・リアクションペーパー(40%) 

中間テストと最終テストの２回は評価の対象となるので,そのときに欠席しないように注意すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺一夫、1990、『増補・フランス文学案内』、岩波文庫 

授業で指示。教科書は必ず購入し、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL217／日本語学概論 １ 

(Introduction to Japanese Linguistics 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音韻及び表記を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の音と表記を中心にした事項につい

て、様々な視点から学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本語学総論 

2. 音声と音韻 

3. 日本語の音 

4. 音節と音節構造 

5. アクセントとその型 

6. プロソディ 

7. 漢字 

8. 漢字音 

9. 仮名 

10. ローマ字 

11. 仮名遣い 

12. 国語政策 

13. 表記と媒体 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL218／日本語学概論 ２ 

(Introduction to Japanese Linguistics 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文法、方言、語彙を中心とした概説 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学について、学問分野の概略を中心とした基礎的知識を習得するとともに、日常的な言語事象について学術的な考察が

行えるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の全体像を俯瞰し、「日本語を学問の対象とするとはどういうことか」「日本語を学問的に分析するためにはどのような

知識が必要か」「日本語を学術的に分析するとはどのようなことか」といったことについて、具体的な学問分野ごとに概説してい

く。日本語学では、伝統的に音や文法、表記、語彙その他の視点を用いて研究が行われており、教科書はあくまでも学問分野全

体を俯瞰する指標なので、教科書には無い内容も随時扱うことになる。本講義では、日本語の文法・方言・語彙を中心にした事項

について、様々な視点から学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文の仕組み 

2. 品詞と活用 

3. 態 

4. テンス・アスペクト 

5. モダリティと主題 

6. 待遇表現 

7. 方言総論 

8. 方言の調査 

9. 語と語彙 

10. 意味 

11. 意味変化 

12. 語構成 

13. 語種・位相 

14. 辞書・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

高等学校までに国語科で習った事項（活用その他）については、前提で話を進めるとともに、中学校レベルの日本史の知識（奈良

時代と室町時代の前後関係、各時代の政権の所在その他）は必須であるため、不安がある者は随時復習しておくこと。また、教

科書の当該範囲を中心に批判的精読を心掛け、予習復習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也・木村義之・陳力衛・山本真吾、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. 飛田良文他編、2007、『日本語学研究事典』、明治書院 (ISBN:9784625603068) 

2. 風間喜代三他、2004、『言語学 第二版』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082009-7) 

3. 月本雅幸編著、2015、『日本語概説』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4-595-31541-1) 

4. 沖森卓也編著、2010、『日本語概説』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-51523-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL219／漢文学概論 

(Introduction to Chinese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「漢文学」をひらく～漢字・漢文学×日本文化史×教育教養～ 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 漢文読解力（漢字・漢文法・訓読法）の基礎養成とともに，新たな「漢字・漢文学」の学術的視座の獲得をめざす。また，文学歴

史研究・国語科教職・一般教養を想定した実践的活用法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講では，中国古典漢文はもとより，日本古典漢文および近現代日本における文学・歴史・言語・文化・教育・社会の諸相を射

程に「漢字・漢文学」理解の深化と拡大をはかる。各講は「基本編／応用編／実践編」を基調として，参加者の漢文習熟度・履修

状況に応じて進めてゆく。 

 

「基本編」――漢字・漢文学の基礎知識・漢文読解力の実践（訓読・白文・復文読解方策） 

「応用編」――「漢字文化圏／漢文文化圏／漢文脈／漢文力」の理解／日本文化史・日中文化交流史の再構築 

「実践編」――文学歴史研究・教職志望・一般教養にむけた活用法／教養としての漢字・漢文学 

 

 なお，下記の「授業計画」は，各講ごとに「基本編／応用編／実践編」を同時並行して進めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢字・漢文学の考現学～開講ガイダンス・スタートアップ・履修状況調査 

2. 漢字･漢文学の基礎知識Ⅰ～干支・陰陽五行説 

3. 漢字･漢文学の基礎知識Ⅱ～天文地理説 

4. 漢字･漢文学の文学･歴史学的活用Ⅰ～平安貴族の日常生活をよみとく 

5. 漢字･漢文学の文学･歴史学的活用Ⅱ～平安京のしくみ 

6. 漢字･漢文学の文学･歴史学的活用Ⅲ～うらない・まじない・術数学の世界 

7. 漢字･漢文学の文学･歴史学的活用Ⅳ～言語遊戯×平安漢文学の世界 

8. 漢字･漢文学の文学･歴史学的活用Ⅴ～言語遊戯×中世未来記の世界 

9. 日本語の歴史にみる漢字･漢文学の位相Ⅰ～古代・中世編 

10. 日本語の歴史にみる漢字･漢文学の位相Ⅱ～近世・近現代編 

11. 近代化する漢字･漢文学～近代文学にみる翻訳言語･造語機能 

12. 漢字･漢文学の学術的視座～「漢字文化圏／漢文文化圏／漢文脈／漢文力」（レポート初期設定） 

13. 漢字･漢文学をめぐる日中比較検証～漢字症候群（シンドローム）のゆくえ 

14. 「漢文学概論」の総括（レポート設定リマインド） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文読解力（漢字・漢文法・訓読法）の習得・向上 

配付資料・参考文献を活用した「レポート試験」の作成・提出 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席参加度・受講シート・漢文読解シート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各講プリント・受講レビュー・漢文読解シートを配布する｡ 

漢和（漢字）辞典は各自で用意（電子辞書でも可）。 

 

参考文献（Readings） 

開講中に「レポート作成のてびき」と併せて「参考文献リスト」を配布・紹介する。 

なお，受講に際しての漢文習熟度は問わない。「漢字・漢文学」に対する積極的アプローチが望まれる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL220 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代文学の名作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
嶋田 直哉(SHIMADA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

日本文学専修 3,4年次および文芸思想専修 3,4年次生は科目コード AL233 で履修登

録すること。 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な作家と作品について触れることで日本近代文学についての基礎的知識と作品読解についての知識を得ることを到達目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代文学を代表する作家の生涯を解説し、その代表作を読む。 

主に明治、大正を代表する作家を取り上げる。作家についての全体的な解説をしたあと、代表作の紹介、読解を試みる。中学校・

高等学校の国語教科書で取り上げられている定番教材についても解説する。 

映像資料や音声資料などを用いて視聴覚的な角度から文学にアプローチする予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 〈物語〉をよむこと 

3. 日本近代文学史概略 

4. 二葉亭四迷、尾崎紅葉  

5. 樋口一葉  

6. 森鷗外  

7. 北村透谷  

8. 島崎藤村  

9. 夏目漱石 その１  

10. 夏目漱石 その２ 

11. 夏目漱石 その３ 

12. 芥川龍之介 

13. 永井荷風 

14. 総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された作品については各自で文庫本などで入手し事前に読了すること。青空文庫などネット上のデータを入手したも構わな

いが、身銭を切って文庫本を購入することが望ましい。本を購入してページをめくるという〈読書〉を意識的に体験して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(30%)/授業態度(30%) 

最終レポートを提出しない者、5回以上欠席した者に関しては単位の修得を認めない。授業中に途中退室する者に関しては非常

に厳しく対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者数、受講生の理解度に応じて授業内容を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL221／文芸・思想概論 

(Introductory Lectures on Philosophy and Creative Writing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸・思想を学ぶために 

担当者名 

（Instructor） 

佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸とはなにか，思想とはなにか，その両方を冠する問題の圏域について考える。 

それぞれ専門分野を異にする専任教員が概説する，各分野における基礎的な知見を身につけると同時に，そうした知識にもとづ

いて，自分の考えを深め，それを正確に表現する力を養うことが目指される。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文芸・思想専修の専任教員のリレー講義で，毎回異なるテーマと文芸や思想の結びつきについて考え，文芸・思想の知の圏域を

拡張し，多様な問題関心を展開する。全体として統一した流れを追うのではなく，教員各自が各回に作り出す多様な思考の流れ

を，受講生は自分なりに整理し発展させ展開させ，論理的な文章にまとめあげる覚悟が求められる。最終レポートは脚注や参考

文献をきちんと整えた正式な小論文形式のもののみ提出可。論文の書き方について，参考書を各自探して学んでおくこと。担当

教員ごとに出される複数の課題図書を読破したうえで，授業内容と関連付けた小論文を，かなりの枚数書くことが求められる

（10,000 字以上予定）。課題図書や課題テーマについては，後日講義内と掲示で提示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：文芸・思想を学ぶこととはどういうことか 

2. 文芸・思想講義１ 

3. 文芸・思想講義２ 

4. 文芸・思想講義３ 

5. 文芸・思想講義４ 

6. 文芸・思想講義５ 

7. 文芸・思想講義６ 

8. 文芸・思想講義７ 

9. 文芸・思想講義８ 

10. 文芸・思想講義９ 

11. 文芸・思想講義１０ 

12. 文芸・思想講義１１ 

13. 文芸・思想講義１２ 

14. まとめと振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中の指示に従い，文献を読み込んだり，調べたりしてもらう。宿題が課される場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

４分の１以上の欠席は理由を問わず失格。２０分以上の遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

扱われる領域や主題によっては,ゲストスピーカーが招聘される回もある。 
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注意事項（Notice） 
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■AL222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL222／世界史概論 １ 

(Introduction to World History 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域・海洋世界 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・日本、東洋、西洋という地理的な区分で学んできた歴史を、海の視点から改めて見つめ直すことで、同時代に存在したさまざま

な地域をより横断的にとらえる視点を養う。 

・現代にいたるグローバルな世界の歴史的な形成過程を考える。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業は、古代末期から 18 世紀にまで至る世界史を、海により繋げられ、あるいは隔てられた人々の活動を土台に組み上げら

れた広域的な枠組みである「海域」の変容とその相互関係の歴史として再定義することを試みたものである。具体的には、ヨーロ

ッパから出発し、地中海から北西ヨーロッパ、インド東方の海域アジア世界へと視点を転じ、最後に海から見た日本の位置付けを

みることで、海を介した人々の接触が、それを取り巻く世界や社会の形成、さらには世界の一体化にどのように貢献したかについ

て考えを深めてみたい。授業そのものは講義形式ですすめられる。講義の中で参考資料を適宜配布するほか、必要に応じて視

聴覚教材を活用することも検討している。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ローマ帝国支配下の人々と地中海 

3. 中世前半期の地中海とユーラシア―イスラーム、ユダヤ商人の活動 

4. 中世前半期の北海・バルト海―ヴァイキングの活動 

5. 中世中後半期の地中海―イタリア商人の活躍 

6. 中世後半期の北海・バルト海―タラとビール 

7. 「13 世紀世界システム」の中のヨーロッパ海域世界とその崩壊 

8. カラヴェル船ができるまで―南北ヨーロッパの両海域接続の成果 

9. 火薬と交易の時代―大航海時代前夜の東・東南アジア海域 

10. コロンブスの「交換」 

11. 地中海から大西洋へ 

12. 大西洋とカリブ海世界 

13. 「近世」アジアの海と東インド会社、日本 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の講義で紹介する参考文献に、積極的に目を通すようにしましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. モラ・デュ・ジュルダン，M.／深沢克己訳、1996、『ヨーロッパと海（叢書ヨーロッパ）』、平凡社 (ISBN:978-4582476330) 

2. 川北稔、2016、『世界システム論講義―ヨーロッパと近代世界』、ちくま学芸文庫 (ISBN:978-4480097187) 

3. 羽田正、2017、『東インド会社とアジアの海』、講談社学術文庫 (ISBN:978-4062924689) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 462 - 

■AL223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL223／世界史概論 ２ 

(Introduction to World History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大陸世界 

担当者名 

（Instructor） 
菅原 未宇(SUGAHARA MIU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

有史以来の世界の歴史についての基礎的な知識を学び、その歴史的過程を把握することで、現代世界のあり方についてより良く

理解できるようになる。 

授業の内容を明瞭に論理的にまとめ表現する能力、多様な史資料・図像を分析する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在我々が目にする世界の姿は、一貫して不変であったわけではなく、実は過去 2000 年以上の歴史的経験の編み合わせの結

果、今の姿になっている。従って、その編み合わせられている一本一本の糸－構成要素－を解きほぐし、それぞれの起源に立ち

戻って考えてみることで、我々は現在の世界をより良く、立体的に理解できるようになるだろう。こうした問題意識を念頭に、本授

業では有史以来、特に世界の一体化が開始した近世以降の世界の歴史的展開を概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 古代世界の展開―帝国の興亡 

2. ヨーロッパにおけるキリスト教世界の成立 

3. 中世世界における地域間交流 

4. 中世から近世への転換 

5. 宗教改革 

6. 主権国家体制の成立 

7. ヨーロッパ諸国主導による世界一体化の進展 

8. 科学革命と啓蒙 

9. フランス革命とその影響 

10. 帝国主義の時代 

11. 第一次世界大戦とロシア革命 

12. ヴェルサイユ体制とファシズムの台頭 

13. 第二次世界大戦 

14. 脱植民地化と冷戦の交錯 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前は前の回の授業で配布した史資料を、必要に応じて辞書や事典類を参照しながら読む。授業後は授業ノートや史資料を

見直し、不明だった点について参考文献を用いて調べ、授業内で解説した事項・事象について、自分なりに説明できるように復習

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 「世界の歴史」編集委員会、2009、『もういちど読む山川世界史』、山川出版社 

その他、史資料は適宜授業で配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL224／日本史概論 １ 

(Introduction to Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本列島の内部と周辺で展開した長期にわたる歴史過程について、人びとの生活のありかた、および彼らの生活の場であった

地域の具体的な姿の理解をふまえて考える方法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本列島の内外で展開した、古代から近世にかけての長期にわたる歴史過程について、それぞれの時代を特徴づける基本的な

事項の解説をもとに講義する。テーマは政治・経済・社会など幅広くとりあげるが、列島内外で複雑に展開した地域のありよう、お

よび地域の担い手であった普通の人びとの暮らしぶりと関連させて説明を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「日本人」とは？ 

2. 弥生の風景 

3. 文字の伝来と古代東アジア世界 

4. 律令による統治 

5. 正倉院宝物の来た道 

6. 摂関政治と院政 

7. 武士の登場 

8. 荘園制社会の変容 

9. 東アジアの国際環境 

10. 秀吉の天下統一と朝鮮侵略 

11. 近世の対外関係 

12. 近世の身分と社会 

13. 近世の町と村 

14. 近世社会の転換 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要な準備学習の指示は、原則として授業中に行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で複数回実施するミニレポート(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL225／日本史概論 ２ 

(Introduction to Japanese History 2) 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代日本史に関する基礎知識を身につけ、歴史を研究する際の視点や方法と歴史像の構築について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、近代国家形成期から戦後改革期までを中心に論じつつ、主にジェンダーの視点から歴史を考察することの意義を考え

る。後半は戦後史を対象とし、主に社会経済史的視点から戦後改革期～1980 年代を中心に論じつつ、1990 年代以降の変化を

展望する。なお 7 回までは小野沢が、8 回からは沼尻が担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 近代国家の形成とジェンダー （１） 

3. 近代国家の形成とジェンダー （２） 

4. 第一次世界大戦後の社会と女性運動 

5. 第一次世界大戦後の社会とジェンダー 

6. 戦時体制と「母性」 

7. 戦後改革とジェンダー 

8. 日本現代史（戦後史）を学ぶ視点 

9. 戦後改革期の社会 

10. 高度成長期～1970 年代の「個人」と社会（１） 

11. 高度成長期～1970 年代の「個人」と社会（２） 

12. 1980 年代における社会――消費社会化と「個人」 

13. 1990 年代以降への展望 

14. まとめ・理解度の確認 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL226／超域文化学概論 

(Introduction to Interdisciplinary Cultural Studies) 

担当者名 

（Instructor） 

栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

超域文化学専修を構成する専任教員がそれぞれ 2～3 回ずつ担当して、各自の専門領域を紹介する。受講生が専門を選択して

いく上で必要な基礎的な考え方や方法論の習得を目指す。また、超域文化学専修に進まない学生にとっても、超域的な学問研

究の進め方に触れることで、自らの立場や考え方を相対的に鳥瞰できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生業に関する文化、衣食住などの物質文化、親族や宗教でつながる人間集団の文化などを、地域や環境との関連から解明す

る。担当教員がそれぞれのフィールドで行ってきた研究をもとに話題を提供し、超域文化学を構成するそれぞれの専門分野の基

礎について講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 超域文化学専修での学び――文化と人間――（栗田） 

2. 世界を見る視点――ローカルとグローバル――（栗田） 

3. フィールドワークの手法（栗田） 

4. 物質文化の文化環境学的理解．（野中）  

5. 環境利用と生業活動．（野中） 

6. 環境認識と文化．（野中）  

7. 人類の拡散と文化伝播．（丸山） 

8. 農業の起源と農耕文化．（丸山） 

9. 建築文化とは何か （山下） 

10. 建築空間から読み解くイスラム社会 （山下） 

11. 画像史料から読み解くイスラム社会 （山下） 

12. 多文化社会アメリカの人種関係史（松原） 

13. 多文化社会アメリカのジェンダー・セクシュアリティ（松原） 

14. 多文化社会アメリカの新保守主義（松原） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する場合がある。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL227／教育制度・政策論 

(Educational Institutions and Politics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
これからの「開かれた学校づくり」を考える 

担当者名 

（Instructor） 
日永 龍彦(HINAGA TATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近年の教育制度・政策とその背景を理解し，実際の制度や政策提言を批判的に検討ができるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，最近の教育制度の改革動向や政策を学び，学校教育が抱える課題の解決策を受講者が協力しながら考えてい

く。そのため，講義だけでなく発表や受講者どうしの意見交換の機会を積極的に設けていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ・オリエンテーション 

・日本にはどんな学校があるのか？  

2. ・日本と欧米における学校教育体系の変遷とその課題 

3. ・数字から見る日本の教育の現状（グループワーク） 

4. ・教育を受ける権利・学習する権利(1)  

5. ・教育を受ける権利・学習する権利(2)  

6. ・ミニレポートの検討会（グループワーク） 

・ポスター発表に向けてのオリエンテーション 

7. ・「開かれた学校づくり」に関する政策動向 

8. ・学校運営への保護者・地域の参加 (参加・選択の制度と歴史) 

・発表に関連する文献調査結果を共有する（グループワーク） 

9. ・学校教育への保護者・地域の参加（総合的な学習・授業支援） 

10. ・コミュニティ・スクールの現状と課題 

・発表内容（構成・概要）を検討する（グループワーク）  

11. ・開かれた学校づくりの実践例 

12. 学習成果に関する発表・討論（ポスターセッション）(1) 

13. 学習成果に関する発表・討論（ポスターセッション）(2) 

14. ・学習成果に関する振り返り(1) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習に関する指示は授業中および Blackboard上で履修者に対して行なう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ミニレポート（２回）(20%)/ポスター発表内容・方法(20%)/準備学習への取り組み状況(10%)/グル

ープワークや討論への参加状況(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定せず，必要に応じて配付資料等を準備する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 勝田 守一,中内 敏夫、1964、『日本の学校(岩波新書)』、岩波書店 

2. M．フリードマン、1980、『選択の自由』、日本経済新聞社 

3. 志水宏吉、2005、『学力を育てる (岩波新書）』、岩波書店 

4. A.O.ハーシュマン、2005、『離脱・発言・忠誠』、ミネルヴァ書房 

5. 東京大学学校教育高度化センター、2009、『基礎学力を問う: 21 世紀日本の教育への展望』、東京大学出版会 

6. 山内乾史, 原 清治、2010、『論集 日本の学力問題（上・下）』、日本図書センター 

7. 小池由美子編著、2014、『新しい高校教育をつくる 高校生のためにできること』、新日本出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業時間外の準備学習として大学図書館での文献検索を求めるので，本学のディスカバリーサービス「READ」を使えるようにな
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っておくこと。 

・グループワークを４回、学習成果に関する発表・討論としてポスターツアーを行います。 

・準備学習をすることは各グループワークに参加する上で不可欠です。できていない場合，グループワークに参加できない場合

があります。 

・各種提出物や各回の振り返りの提出先など、Blackboardをできるだけ活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL228／家庭教育論 

(Family Education) 

担当者名 

（Instructor） 
角 能(KADO YOKU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

体系的に整理された考え方の使用方法を身に付けることを目的とした講義である。細かい知識の丸暗記や直感やひらめきに依

存した思考を行う講義ではないので注意すること。 

1 点目として、家庭教育という事例を通して具体的な現象から抽象的な理論を導き出す力および抽象的な理論を具体的な現象に

応用する力をつける。 

2 点目として、家庭教育という事例を通して、一見美しい言葉の背後に潜む権力性に気づく力をつけることを狙いとする。そしてど

のような考え方とどのような考えとのバランスをとることが必要なのか、通常対立されるとされる考え方がどのような状況下ならば

両立可能なのかを考える力をつける。 

以上によって、家庭教育という事例における考え方を身に付けることを通して、他の分野にも応用可能な分析力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な家庭教育についてのデータを収集、分析する際の見方や分析枠組みの紹介を通して、具体的な現象と抽象的な理論を

往復する方法、家庭教育についての具体的な事象の意味内容と社会構造との関係を分析する方法を伝える。 

またジェンダーや社会階層、政策という家庭教育についての分析枠組みの紹介を通して、家庭教育について、目の前の現象の

みに注目して分析するのではなく、家庭教育を取り巻く社会構造も踏まえた立体的な視点から分析する方法を伝える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 家庭教育のデータの見方-具体的な事実と抽象的な分析- 

2. 家庭教育のデータの収集方法(1)-過去との比較（変化）- 

3. 家庭教育のデータの収集方法(2)-ケース間・属性間の比較- 

4. 家庭教育の見方(1)-内容の分析・相互作用と社会構造の関係の分析- 

5. 家庭教育の見方(2)-社会構造の再生産と変化の分析- 

6. 家庭教育を取り巻く社会構造の分析枠組み(1)-ジェンダーと家庭教育- 

7. 家庭教育を取り巻く社会構造の分析枠組み(2)-社会階層と家庭教育- 

8. 家庭教育を取り巻く社会構造の分析枠組み(3)-子育て支援政策と家庭教育- 

9. 家庭教育を取り巻く社会構造の分析枠組み(4)-雇用政策と家庭教育- 

10. 家庭教育における内容・相互作用・社会構造とその変化の関係 

11. 現代日本において流行している教育言説は、雇用、ジェンダーや社会階層にどのような影響をもたらしうるのか？ 

12. 事例分析編―母子世帯と家庭教育 

13. まとめの回(1) 

14. まとめの回(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

家庭教育をはじめ様々な社会現象についての文献や報道を見聞し、自分なりの疑問点を持った上で講義に参加してほしい。また

講義で学んだ考え方を、家庭教育以外の現象も含めた様々な現象に応用して分析することにチャレンジしてほしい。具体的には

読書やレポート作成、調査などにおいて講義で学んだことを生かしてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部彩、2008、『子どもの貧困』、岩波新書 (ISBN:978-4004311577) 

2. 田中智士・今井康雄編、2009、『キーワード 現代の教育学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130520775) 

3. 舩橋恵子、2006、『育児のジェンダーポリティクス』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4326648726) 

4. 本田由紀、2005、『多元化する「能力」と日本社会 ハイパーメリトクラシー化の中で』、NTT出版 (ISBN:978-4757141049) 

5. 下司晶、2016、『教育思想のポストモダン』、勁草書房 (ISBN:978-4326299133) 

6. 落合恵美子、2004、『21 世紀家族へ―家族の戦後体制の見かた・超えかた（第 3 版）』、有斐閣 (ISBN:978-4641280915) 
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7. 松信ひろみ編著、2012、『近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち』、八千代出版 (ISBN:978-4842915678) 

受講者の理解度・関心に応じて、随時参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 470 - 

■AL229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL229／教育と福祉 

(Education and Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「障害」の視点から見る教育 

担当者名 

（Instructor） 
金 在根(KIM JAEKEUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「障害」の社会モデル、合理的配慮などの諸概念と障害学生支援の必要性について正確に理解し、「障害」を通して見える今の教

育および社会の課題を自分の言葉で話すことができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「障害」は、私たちが社会生活をする中でぶつかる様々な困難のことであり、したがって、誰もが経験するものと言えます。このよ

うな観点から今の教育や社会を見ると、今まで見えなかった問題が見えるようになると考えます。概念や法制度など少し難しい内

容もありますが、身近な事例や視聴覚資料を使いつつ、皆さんと一緒に考えながら授業を進めていきたいです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 福祉とは何か 

3. 教育と福祉をめぐる諸課題 

4. 「障害」とは何か 

5. 私たちの身近な問題としての「障害」 

6. 「障害」と向き合う 

7. 教育と障害者 

8. 障害者権利条約と障害者差別解消法 

9. 合理的配慮 

10. 障害学生支援１（日本） 

11. 障害学生支援２（海外） 

12. インクルーシブ教育 

13. インクルーシブ社会を目指して 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習の仕方については、必要に応じて授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業中に適宜プリントを配布する。  

 

参考文献（Readings） 

1. 星加良司、2007、『障害とは何か――ディスアビリティの社会理論に向けて』、生活書院 

2. 川島聡・飯野由里子・西倉実季・星加良司、2016、『合理的配慮――対話を開く、対話が拓く』、有斐閣 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL230／教育と宗教 

(Education and Religion) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1700 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内外の教育における「宗教」の扱われ方を把握し，今後の宗教教育に関する課題を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の教育現場において「宗教」が取り上げられる機会は一部の宗教系学校以外においてはまずない。だが，「宗教」に関する

知識や情報は生活において重要なものであろう。内外の教育における「宗教」の扱われ方の歴史・現状を把握したうえで，それに

ともなう問題や課題について考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 日本宗教教育史１ 

3. 日本宗教教育史２ 

4. キリスト教系学校の歴史１ 

5. キリスト教系学校の歴史２ 

6. キリスト教系学校の現状 

7. その他の宗教系学校の歴史 

8. その他の宗教系学校の現状 

9. 教育法制と宗教 

10. 諸外国の教育と宗教１ 

11. 諸外国の教育と宗教２ 

12. 諸外国の教育と宗教３ 

13. 諸外国の教育と宗教４ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

適宜，事前に概要を Blackboardで知らせる予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 國學院大學日本文化研究所、1997、『宗教と教育』、弘文堂 

2. 江原武一、2002、『世界の公教育と宗教』、東信堂 

3. 国際宗教研究所、2007、『現代宗教 2007』、秋山書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義内容や計画の順番は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL231／ドイツ語圏文化概論 １ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 1) 

担当者名 

（Instructor） 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は前田が，後半は井出が担当。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意  

ドイツ語圏（１） 

2. ドイツ語圏（２） 

3. 冷戦 

4. 過去の克服 

5. 移民・外国人 

6. 再統一 

7. 小テスト１（前田担当部分） 

8. 初期ドイツ語時代  

9. 初期ドイツ語時代  

10. 中世ドイツ語時代 

11. 中世ドイツ語時代 

12. 初期新高ドイツ語時代  

13. 初期新高ドイツ語時代 

14. 小テスト２（井出担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 

3. 新野守広他、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

2. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL232／ドイツ語圏文化概論 ２ 

(Introduction to Cultures in German Speaking Areas 2) 

担当者名 

（Instructor） 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語の歴史と現在に関する基礎知識を学び，今後４年間の勉学全てに共通する重要不可欠な基礎知

識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

狭い意味でのドイツ（現在のドイツ連邦共和国）に限らず，歴史的にドイツ語圏といえる地域について，その言語，文学，文化を近

代初期から現代に至るまで，広く講義する。その中で，若干のトピックを選んで掘り下げるとともに，分析や説明のためのさまざま

な視点を紹介する。前半は坂本が，後半は副島が担当。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. バロック期の文化 

3. 啓蒙主義期の文化１ 

4. 啓蒙主義期の文化２ 

5. ロマン主義期の文化１ 

6. ロマン主義期の文化２ 

7. 小テスト１（坂本担当部分） 

8. はじめに ― １９世紀の社会変動 

9. 国民国家とその身体 

10. 食の変動と生活改革運動 

11. 視覚の世紀 

12. モダニズム芸術の展開 

13. 第３帝国と近代のアポリア 

14. 小テスト２（副島担当部分） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布する授業の資料（ハンドアウト）を必ず読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

リアクションペーパー(35%)/出席および受講態度(30%)/テスト(35%) 

前後半合わせて欠席３回でもって成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 

2. 新野守宏、『知ってほしい国ドイツ』、高文研 

 

参考文献（Readings） 

1. 手塚富雄・神品芳夫、『ドイツ文学案内』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL233／日本文学概論 

(Introduction to Japanese Litrature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代文学の名作を読む 

担当者名 

（Instructor） 
嶋田 直哉(SHIMADA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

日本文学専修 3,4年次、文芸思想専修 3,4年次生のみ登録可。（その他の学生は抽選

登録） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な作家と作品について触れることで日本近代文学についての基礎的知識と作品読解についての知識を得ることを到達目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代文学を代表する作家の生涯を解説し、その代表作を読む。 

主に明治、大正を代表する作家を取り上げる。作家についての全体的な解説をしたあと、代表作の紹介、読解を試みる。中学校・

高等学校の国語教科書で取り上げられている定番教材についても解説する。 

映像資料や音声資料などを用いて視聴覚的な角度から文学にアプローチする予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 〈物語〉をよむこと 

3. 日本近代文学史概略 

4. 二葉亭四迷、尾崎紅葉  

5. 樋口一葉  

6. 森鷗外  

7. 北村透谷  

8. 島崎藤村  

9. 夏目漱石 その１  

10. 夏目漱石 その２ 

11. 夏目漱石 その３ 

12. 芥川龍之介 

13. 永井荷風 

14. 総まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された作品については各自で文庫本などで入手し事前に読了すること。青空文庫などネット上のデータを入手したも構わな

いが、身銭を切って文庫本を購入することが望ましい。本を購入してページをめくるという〈読書〉を意識的に体験して欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業貢献度(30%)/授業態度(30%) 

最終レポートを提出しない者、5回以上欠席した者に関しては単位の修得を認めない。授業中に途中退室する者に関しては非常

に厳しく対処する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指定する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者数、受講生の理解度に応じて授業内容を変更することがあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｂ 

(Information Processing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文書作成入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Wordを使い文書作成の基本操作を習得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文書作成のソフト MS Wordの基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文書の作成と管理 

3. 一般的なビジネス文書の作成 

4. シンプルなレポートや報告書の作成 

5. 複数の宛先に送付する文書の作成 

6. 表で項目や数値を整理した文書の作成 

7. イラストや図形を使ったビジュアルな文書の作成 

8. 図やグラフで情報を伝える文書の作成 

9. 既存のデータを利用した文書の作成 

10. 読みやすいレイアウトの長文の作成 

11. 効率のよい長文の作成 

12. 長文の編集と加工 

13. 共同作業と文書の保護 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用ワープロ Word2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9700-8C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｂ 

(Information Processing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表計算入門講座 

担当者名 

（Instructor） 
秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

MS Excel を使い表計算の基本操作を習得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

表計算のソフト MS Excelの基本操作を演習を通して習得することや効率よく使いこなす方法を身につけます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 表計算の基本操作 

3. 表を見やすく使いやすくする編集操作 

4. 数式・関数を活用した集計表の作成 

5. 表示形式や関数を活用した表の作成 

6. 定型の表を作成する操作 

7. グラフの基本 

8. 目的に応じたグラフの作成と編集 

9. データベース機能の利用 

10. データの抽出 

11. 条件を指定した集計・分析 

12. ワークシート間の集計 

13. 集計作業の自動化 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講後は復習を徹底してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/毎回の提出物(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 株式会社 ZUGA、2015、『情報利活用表計算 Excel2013/2010 対応』、日経 BP社 (978-4-8222-9701-5C3004) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストに沿って進めます。 

授業計画内容は、進み具合で多少前後します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｃ 

(Information Processing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料の作成 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PowerPointによるプレゼンテーション用資料の作成をつうじて，PCプレゼンテーションの特徴と，情報処理の基礎的な知識や技

能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

口頭のプレゼンで利用する提示資料(スライド)作成を通して PowerPointの操作方法について実習する。 

スライド作成の中でアプリケーション上での項目の位置付けやスライドの内容・提示方法など PCプレゼンテーションで考慮すべ

き点についてもふれていく。 

実習形式の授業となるため，全てコンピュータ教室で実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. PowerPointの概要と文字入力および書式・デザイン変更 

2. スライドレイアウトの変更と箇条書き記号やプレースホルダの書式変更 

3. PowerPoint上での表およびグラフ作成 

4. SmartArtを利用した箇条書きの図示 

5. 画像の挿入と加工及びインターネット上の画像利用と著作権 

6. 矢印・ボックス等図形の挿入と配置の整理及び図形へのテキスト入力 

7. 動作設定ボタンの利用と動画の挿入 

8. スライドデザインと印刷 

9. アウトラインを利用したスライド操作とデータ移動 

10. 画面切り替えとアニメーション一括設定 

11. 個別のアニメーション設定とタイミング指定 

12. スライドショーの操作とリハーサル 

13. PCプレゼンテーションの長所と短所、提示資料と配布資料の相違点 

14. 最終課題・授業全体の内容をふまえたプレゼンテーション作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

研究発表等で PowerPointを使用する機会は多いと思います。 

授業で触れるテクニックはどのように発表への応用が可能か考えること。 

応用に関して上記授業内容から外れる事柄であっても質問があれば自由に申し出てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/提出物（各回締め切りまでの提出のみ）(80%) 

欠席回数が４回を超えた場合 D評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。授業内で資料を適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回課題を Blackboardより提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｃ 

(Information Processing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
PowerPointを利用したプレゼンテーション提示資料作成の留意点 

担当者名 

（Instructor） 
古賀 ひろみ(KOGA HIROMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

PC プレゼンテーション作成をつうじて提示資料の表現について理解を深めるとともに，情報処理の基礎や技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

PC を利用したプレゼンテーションにおいて「提示資料の構成要素」と「受け手に与える印象」の関係について知ることで，他者の

前で情報を伝える口頭発表という形式の長所と短所及び「分かりやすさ」に影響する要因について考える。 

基本的に２週で１つのテーマを扱う。 

１週目は説明とテーマに留意したプレゼンテーション作成の実習，２週目は作成されたプレゼンテーションを実例にあげた具体的

な留意点を説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表内容と展開の整理 

2. 講評・ポイント抽出と文章の省略 

3. ポイントのグループ化 

4. 講評・要素の統合と差別化を構成する要素 

5. 箇条書きの図解・SmartArtの操作方法 

6. 講評・SmartArtの問題点と項目の省略 

7. 図解による項目関係性の可視化・図形の利用 

8. 講評・要素の関係性パターンと配置・配色 

9. 色による項目関係性の強調とデザイン 

10. 講評・色の心理的影響と統一感および光媒体での見やすさ 

11. 画像を利用した表現 

12. 講評・直感的把握と理解の妨げとなる要因 

13. 効果的なアニメーション利用とは 

14. 最終課題・「把握しやすい」プレゼンテーションの作成 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で取り上げるテーマについて，効率的な表現方法にはどのようなものが考えられるかを整理すること。 

パワーポイントでの表現に関する質問であれば授業の内容以外でも随時質問を受けつけます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に指定する課題及び出席含む実習への参加態度(75%)/最終課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

特に指定しない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実習形式で授業を行い、毎回 Blackboard を使用して課題を提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）３ｄ 

(Information Processing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報機器の基本操作 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いたプレゼンテーション資料の作成等を通して、情報処理の基本的な知識と技能を修

得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

レポート作成・プレゼン・データ分析ができるよう、Wordを用いた書類作成、PowerPointの活用法、Excelによるデータ処理の方

法等について学習します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPointの基礎：機能の確認 

3. PowerPointの活用 1：画像・図表の挿入とアニメーション 

4. PowerPointの活用 2：スライドマスター 

5. Wordの基礎：機能の確認 

6. Wordの活用 1：ページレイアウト 

7. Wordの活用 2：文書の編集 

8. Wordの活用 3：図表の挿入とアウトライン 

9. Excelの基礎：機能の確認 

10. Excelの活用 1：データ入力と編集 

11. Excelの活用 2：グラフ作成 

12. Excelの活用 3：関数 

13. Excel を用いたデータ処理方法：ピボットテーブル 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて実習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboardを使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理（ＰＣプレゼンテーション）４ｄ 

(Information Processing 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
情報処理（データ収集から分析加工そして発信） 

担当者名 

（Instructor） 
内川 一明(UCHIKAWA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1820 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本ソフト（Word, Excel, PowerPoint）を用いて私たちの身の回りにあるデータを収集・分析加工し、情報として発信できるようにな

ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Word, Excel, PowerPointの操作確認と各種データベースを用いたデータの収集、可視化の方法を学習し、プレゼンテーションの

際に必要となる効果的な資料を作成します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. PowerPoint：操作方法の確認 

3. PowerPointを用いた資料作成 

4. Word：操作方法の確認 

5. Wordを用いた資料作成 

6. Excel：操作方法の確認 

7. Excel を用いたデータ処理（関数・ピボットテーブル） 

8. データの収集方法 

9. データのパターンを読む（クロスデータ・時系列データ） 

10. データの可視化（効果的なグラフの作成） 

11. データの可視化（プロット・マッピング） 

12. 総合演習 1 

13. 総合演習 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業態度(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。適宜、資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はパワーポイントを使用した講義形式を中心とします。 

理解を深めるため必要に応じて演習を行います。 

資料の配布、課題の提出などに Blackboardを使用します。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 481 - 

■AL351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL351／ヘブライ語 １ 

(Hebrew 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

聖書ヘブライ語の基礎を学ぶ。ヘブライ文字に親しみ、旧約聖書原典の「素読」技術の体得を目標のひとつとする。また初級文法

の基礎を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約聖書の原典に触れる機会をもつ。宿題、課題提出を随時課す。学期前半は音読、文

字の習得を重視したい。後半は、現代のイスラエルで生活語として用いられている現代ヘブライ語も文法学習の手がかりとして利

用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文字と発音（１） 

2. 文字と発音（２） 

3. 名詞と形容詞（１）、冠詞 

4. 名詞と形容詞（２）、前置詞、セゴール名詞 

5. 動詞完了形（１）、接尾代名詞（１） 

6. 名詞双数形、スミフート（１）、所有、関係詞 

7. スミフート（２）、接尾代名詞（２） 

8. 動詞完了形（２）、数詞 

9. 動詞完了形（３）、喉音動詞 

10. 動詞完了形（４）、動詞のバリエーション 

11. 動詞未完了形（１） 

12. 動詞未完了形（２）、所有接尾代名詞、状態動詞 

13. 動詞未完了形（３）、能動分詞 

14. 動詞未完了形（４）、動詞のバリエーション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回、宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物や課題(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法 改訂版』、青山社 (ISBN:978-4-88359-320-0) 

 

参考文献（Readings） 

1. C. L. Seow. 1995. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (9784560086070200) 

4. 谷内意咲、2017、『今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AL352／ヘブライ語 ２ 

(Hebrew 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
聖書ヘブライ語 初級２ 

担当者名 

（Instructor） 
宮崎 修二(MIYAZAKI SHUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初級文法の学習を終わらせ、独力で聖書テクストを読む技術を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「ヘブライ語１」の履修を前提とし、完全な初学者は対象としない。引き続き初級文法を学びながら、できるだけ多く旧約

聖書の原典に触れる機会をもつ。随時、宿題・課題の提出などを課す。既習の文法事項の復習も行ないながら、辞書を引くテク

ニックについても学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. wayyiqtol形、Weqatal 形 

3. 不定詞（１）、受動分詞 

4. 不定詞（２）、命令形、願望形、否定辞 

5. ピエル動詞（１）、存在と所有の表現 

6. ピエル動詞（２） 

7. 独立不定詞 

8. ヒフイル動詞（１）、動詞と接尾代名詞 

9. ヒフイル動詞（２）、ホフアル動詞 

10. ニフアル動詞（１） 

11. ニフアル動詞（２） 

12. 重子音語根の動詞 

13. ヒトパエル動詞、条件文 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本的に毎回宿題を課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期中に２回行う小テスト(80%)/提出物・課題など(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小脇光男、2013、『聖書ヘブライ語文法』、青山社 (ISBN:9784883593200) 

 

参考文献（Readings） 

1. C.L.Seow. 1987. A Grammar for Biblical Hebrew. Revised edition.. Abingdon Press (ISBN:978-1426789076) 

2. 山田恵子、2013、『現代ヘブライ語』、白水社 (ISBN:978-4-560-08640-7) 

3. 山田恵子、2012、『古典ヘブライ語』、白水社 (ISBN:9784560086070) 

4. 谷口意咲、2017、『cover  今日からわかる聖書ヘブライ語 : 聖書対訳シリーズの手引き』、ミルトス (99784895860499) 

5. ハインツ・クルーゼ、2016、『旧約聖書ヘブライ語文法書 : 旧約聖書を読むために』、キリスト新聞社 (ISBN:9784873957005) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ドイツ語文献講読 １ 

(Reading German Texts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1 年次に学んだ文法事項をもとに、テキスト読解能力の向上を目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で配布するテキストを和訳し，ポイントを解説します。 

教科書や『ドイツ文法総まとめ』で文法事項を一緒に確認しながら進めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとテキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

100～150ワード程度のものを毎回独文和訳します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(60%)/小テスト(30%)/出席および受講態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回様々な出典から編集したテキストを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀・Claudia Hamann、2010 年、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25337-4) 

2. 中尾悠爾・平尾浩三・朝倉功、2004 年、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／ドイツ語文献講読 ２ 

(Reading German Texts 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中野 有希子(NAKANO YUKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科書や参考書（『ドイツ文法総まとめ』）を参照しながら，辞書を使い，テキストを読めるようになることをめざします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業で配布するテキストを和訳し，ポイントとなる文法事項を教科書や『ドイツ文法総まとめ』で掲載箇所を確認しつつ，解説しま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスとテキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. まとめと復習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

一回の授業で配布する 100～150 ワード程度のドイツ語の文章を訳します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(60%)/小テスト(30%)/出席態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 井出万秀・Claudia Hamann、2010 年、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版社 (ISBN:978-4-255-25337-4) 

2. 中尾悠爾・平尾浩三・朝倉功、2004 年、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4-560-00492-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フランス語文献講読 １ 

(Reading French Texts 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「ヨーロッパ」の歴史と現在 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた知的な文章を読む力をつけるとともに、「ヨーロッパ」の現在、そして未来について、過去の歴史を踏まえつ

つ考えられるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

上記目標に到達すべく、英国の高名な歴史家エリック・ホブズボームのフランスにおける講演録「ヨーロッパ――神話、歴史、現

実」を読む。事前に指名した学生による訳読を受けて、担当教員が語彙・文法上の解説を行うとともに、内容についても適宜コメ

ントすることで、理解を深められるよう配慮する。主題上関連する他の文献も、あわせて読むかもしれない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第１回 

3. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第２回 

4. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第３回 

5. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第４回 

6. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第５回 

7. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第６回 

8. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第６回 

9. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第７回 

10. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第８回 

11. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第９回 

12. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第１０回 

13. エリック・ホブズボームの講演録を読む、第１１回 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指名された学生以外の者も、事前にテキストの該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席および訳読担当時の取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／フランス語文献講読 ２ 

(Reading French Texts 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
視覚芸術・視覚文化に関するフランス語文献に取り組む 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 昌文(OGURO MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で書かれた文章を丹念に読む力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

視覚芸術・視覚文化に関するフランス語の文章を丁寧に読み進めてゆく。評論や新聞・雑誌記事などの抜粋に取り組むことで、

語学力を向上させるとともに、文化的な関心を広げてゆくきっかけとする。訳読とあわせて、テクストの音読にも力点を置きたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 講読１ 

3. 講読２ 

4. 講読３ 

5. 講読４ 

6. 講読５ 

7. 講読６ 

8. 講読７ 

9. 講読８ 

10. 講読９ 

11. 講読１０ 

12. 講読１１ 

13. 講読１２ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習は必須。各自で試訳を作ったうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業参加(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL371 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 １ 

(Intensive English Reading 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学作品における「モンスター」と「ゴースト」の表象 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読を通して、人種やジェンダーの問題を作品から読み取る力を養うことを目的とします。作品が書かれた時代背景を

考慮することで、作品理解を深めていきます。また、それぞれの作品のスタイルにも着目し、読み手にどのような印象を与えてい

るか、ということについても考えていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀のアメリカ文学作品のうち、ゴースト、あるいはモンスターが出てくる中・短編作品を読みます。これら、人ならざるもののイ

メージは、時には恐怖心の反映であり、時には人種あるいは性差によって疎外された人たちの苦しみが表出したものであると言

えます。そのため作品が書かれた時代背景を考慮しながら、ゴーストやモンスターの意味について考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ (授業の進め方と、担当者決めについて) 

2. Mark Twain, "A Ghost Story."  

3. Edith Wharton, "The Lady's Maid's Bell," (1) 

4. Edith Wharton, "The Lady's Maid's Bell," (2) 

5. Ambrose Bierce, "The Middle Toe of the Right Foot." 

6. Ambrose Bierce, "The Damned Thing." 

7. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper," (1)  

8. Charlotte Perkins Gilman, "The Yellow Wallpaper," (2)  

9. Stephen Crane, "The Monster," (1) 

10. Stephen Crane, "The Monster," (2) 

11. Stephen Crane, "The Monster," (3) 

12. Stephen Crane, "The Monster," (4) 

13. Stephen Crane, "The Monster," (5) 

14. まとめ (人ならざるものから見える、「人」であること) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者には、単語や文単位で気になった点を抜き出し、それぞれの着目点がどのように解釈に結びつきうるか、ハンドアウトにま

とめてもらいます。また、理解できなかった単語やセンテンスについても紹介してもらいます。作品を読み解く上で、よくわからない

箇所や解釈を阻む箇所の方が、理解できた箇所以上に重要になることがあるので、授業では、ただ一つの解釈にたどり着くこと

を目指すのではなく、どのような多様な解釈の可能性が読み取れるのか、参加者の意見交換を重要視します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席および授業貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL372 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ２ 

(Intensive English Reading 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
殺人の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の詩を精読し、リズムや技法の楽しさに触れる。英文テクストの正確な理解に努め、内容を考察した上で、自分の意見をまと

めレポートとして出力する。参考資料の散文を読み、英語の読解力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

殺人について書かれた英語の詩を読み、題材となった物語や事件について知り、英米の文化や社会問題について考察する。参

考のために、作品理解の助けとなる注釈書や論文、音声・映像資料等を合わせて使用する。また、プレゼンテーションやレポート

準備のために、授業外で資料にあたる学習が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. ナーサリー・ライムと推理小説 

3. ナーサリー・ライムと推理小説 

4. 殺人バラッド 

5. 殺人バラッド 

6. おとぎ話の殺人詩 

7. おとぎ話の殺人詩 

8. 神話の殺人詩 

9. 神話の殺人詩 

10. 20 世紀の殺人詩 

11. 20 世紀の殺人詩 

12. 21 世紀の殺人詩 

13. 21 世紀の殺人詩 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で英文解釈を担当してもらうため、受講者全員の予習が必須。受講者の人数によって詳細を決めるが、授業外でのグル

ープワークが課せられる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への貢献度(40%)/リアクションペーパーの提出(12%)/中間課題(8%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時には、テキストのコピーや、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL373 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ３ 

(Intensive English Reading 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国際共通語としての英語：その未来の姿を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、批判的な視点を育むことを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

David Crystal の <I>English as a Global Language</I>を読み、英語が世界共通語としての地位を確立しつつある歴史的および

社会的な背景に関する一つの視点を学ぶ。また英語の歴史を理解することで、現在大きく変化している日本における英語のあり

方についても考える。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方、評価方法について  

Why a global language?  

2. Why English? The historical context (1)   

3. Why English? The historical context (2)   

4. Why English? The cultural foundation (1) 

5. Why English? The cultural foundation (2) 

6. Why English? The cultural foundation (3) 

7. Why English? The cultural legacy (1)   

8. Why English? The cultural legacy (2)   

9. Why English? The cultural legacy (3)   

10. The future of global English (1)   

11. The future of global English (2)   

12. The future of global English (3)   

13. The future of global English (4)   

14. The future of global English (5)   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Crystal. 2003. <I>English as a Global Language</I>. Cambridge UP (ISBN:978-1-107-61180-1) 

教科書については、初回の授業で詳しく説明する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL374 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ４ 

(Intensive English Reading 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アーネスト・ヘミングウェイ と F.スコット・フィッツジェラルドの短編を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
横山 晃(YOKOYAMA AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読を通して、人種やジェンダーの問題を作品から読み取る力を養うことを目的とします。作品が書かれた時代背景を

考慮することで、作品理解を深めていきます。また、それぞれの作品のスタイルにも着目し、読み手にどのような印象を与えてい

るか、ということについても考えていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ロスト・ジェネレーション」と呼ばれた時代の米作家のうち、アーネスト・ヘミングウェイとスコット・フィッツジェラルドの短編作品を

読みます。男女関係を中心に人種や時代・土地の背景がどのようにテクストに織り込まれているのか、を検証します。同時に、二

人の作家に特徴的なスタイルについても考察していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロ (ヘミングウェイとフィッツジェラルドについて) 

2. Ernest Hemingway, "Indian Camp." 

3. Ernest Hemingway, "The End of Something." 

4. Ernest Hemingway, "The Three-Day Blow." 

5. Ernest Hemingway, "Hills Like White Elephants." 

6. Scott Fitzgerald, "Josephine: A Woman With a Past," (1)   

7. Scott Fitzgerald, "Josephine: A Woman With a Past," (2)   

8. Scott Fitzgerald, "Jacob's Ladder," (1) 

9. Scott Fitzgerald, "Jacob's Ladder," (2) 

10. Scott Fitzgerald, "Ice Palace," (1)  

11. Scott Fitzgerald, "Ice Palace," (2)  

12. Scott Fitzgerald, "Winter Dreams," (1) 

13. Scott Fitzgerald, "Winter Dreams," (2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者には、単語や文単位で気になった点を抜き出し、それぞれの解釈をハンドアウトにまとめてもらいます。また、理解できな

かった単語やセンテンスについても紹介してもらいます。作品を読み解く上で、よくわからない箇所や解釈を阻む箇所の方が、理

解できた箇所以上に重要になることがあるので、授業ではただ一つの解釈にたどり着くことを目指すのではなく、どのような多様

な解釈の可能性が読み取れるのか、参加者の意見交換を重要視します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/出席及び授業貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内で配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL375 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ５ 

(Intensive English Reading 5) 

担当者名 

（Instructor） 
木口 圭子(KIGUCHI KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文テクストの正確な理解に努め、、英語の読解力を向上させる。テクストの内容について考察し、自分の意見を発信することを

目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ファッション」を文化の一分野として捉え、その歴史・産業・倫理的問題を概説する入門書を読む。英文を丁寧に精読しつつ、「フ

ァッション」という分野が抱える問題について考え、議論する。また、発表やレポート準備のために、授業外での学習が必要な場

合がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. Chapter1 Designers 

3. Chapter1 Designers 

4. Chapter1 Designers 

5. Chapter3 Industry 

6. Chapter3 Industry 

7. Chapter3 Industry 

8. Chapter4 Shopping 

9. Chapter4 Shopping 

10. Chapter4 Shopping 

11. Chapte5 Ethics 

12. Chapte5 Ethics 

13. Chapte5 Ethics 

14. レビュー 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で英文解釈を担当してもらうため、受講者全員の予習が必須。受講者の人数によって詳細を決めるが、授業内外でのグ

ループワークが課せられる場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席と授業への貢献度(40%)/リアクションペーパーの提出(12%)/中間課題(8%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rebecca Arnold. 2009. <I> Fashion: A Very Short Introduction </I>. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-954790-6) 

 

参考文献（Readings） 

授業で指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には、テキスト、配布プリント、英和辞書を必ず携帯すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL376 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ６ 

(Intensive English Reading 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と動物：自然観の変遷を追う 

担当者名 

（Instructor） 
貝塚 泰幸(KAITSUKA YASUYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献の精読を通して、批判的な視点を育むことを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

Keith Thomas の <I>Man and the Natural World: Changing Attitude in England 1500-1800</I> をテキストとして英文を精読し、

特に人と動物の関係の変化の歴史を理解する。そして、人の動物に対する態度の根拠となってきた思想の変遷を追う。 

 

毎回担当者を決め、担当者はパラグラフごとの要約および文法や英文解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメを用意する

ことになる。疑問点については、全員で議論し、理解を深める。 

 

なお、進度はクラスの状況等により変更する場合もある。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の進め方・評価方法について 

Human Ascendancy 

2. Natural History and Vulgar Errors: Classification 

3. Natural History and Vulgar Errors: Vulgar Errors 

4. Natural History and Vulgar Errors: Nomenclature 

5. Natural History and Vulgar Errors: Changing Perspectives 

6. Men and Animals: Domestic Companions 

7. Men and Animals: Privileged Species 

8. Men and Animals: The Narrowing Gap 

9. Men and Animals: Animals Souls 

10. Compassion for the Brute Creation: Cruelty 

11. Compassion for the Brute Creation: New Arguments 

12. Compassion for the Brute Creation: The Dethronement of Man 

13. Compassion for the Brute Creation: New Sensibilities 

14. Compassion for the Brute Creation: New Conditions 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業で担当者を決めるので、担当者はパラグラフごとの要約および文法や解釈・内容に関する疑問点をまとめたレジュメ

を用意すること。授業では担当者だけでなく、全員に発言する機会を設ける。したがって、すべての学生がテキストを熟読し、著者

の主張に対する各自の意見を示せるよう準備をした上で、授業に臨むことが求められる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への貢献 (レジュメ提出・質疑応答など)(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Keith Thomas. 1983. <I>Man and the Natural World: Changing Attitude in England 1500-1800</I>. Penguin Books (ISBN:978-

0-140-14686-8) 

教科書については、初回の授業で詳しく説明する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Linda Kalof. 2007. <I>Looking at Animals in Human History</I>. Reaktion Books (ISBN:978-1-86189-334-5) 

2. Andrew Linzey and Tom Regan. 1988. <I>Animals and Christianity: A Book of Readings</I>. SPCK (ISBN:0-281-04373-6) 

初回の授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL377 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ７ 

(Intensive English Reading 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「五感」に関する英語の文章を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた散文（主に雑誌記事や評論）を幾つか丁寧に精読する。テーマは五感（視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚）、及び第六

感に関する内容を扱う。ジャーナリストや専門家によって書かれた良質な文章を選択し、英語の批評文献を読む基礎能力を養成

することが目的である。実践的な読解力を養うと同時に、英語の語彙を増やすことにも意識的に努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各感覚機能に関連した内容の文章を一つずつ読むが、まずは平易な英語で書かれた短い文章から読み始め、少しずつ難しい文

章へと進み、最終的には長文（本からの抜粋など）を読んでいく。授業ではそれぞれの文章の主題や論旨を正確に把握すること

に努める。英文の文法や構文を確認していくことはもちろん、論の展開予測、単語の類推などの基本的なリーディング・スキルも

学習する。また、全体の内容を確認するために付随する問題もこなし、個々の問題に関する考察を深めていきたい。さらに、アカ

デミックな語彙を確実に増やすことを目的として、定期的に単語と英語表現の小テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション及び 「味覚」に関する文章を読む 

2. 初回授業の続き 

3. 「聴覚」に関する文章を読む 

4.  第 3 回授業の続き 

5. 「嗅覚」に関する文章を読む 

6.  第 5 回授業の続き 

7. 「視覚」に関する文章を読む 

8.  第 7 回授業の続き 

9. 「触覚」に関する文章を読む 

10.  第 9 回授業の続き 

11. 「第六感」に関する文章を読む 

12.  第 11 回授業の続き 

13. 総括 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回必ず予習をしてくること。辞書を用いながら自分で理解できる限り文章を読んでくることが大事である。授業にも辞書を持って

くること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席率や授業参加度(20%)/小テスト(単語)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL378 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ８ 

(Intensive English Reading 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Willa Cather <I>My Antonia</I>を読む 

担当者名 

（Instructor） 
山本 洋平(YAMAMOTO YOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語文献を読み解く力を、(1) 未知の単語や固有名詞を綿密に調べながら「精読」するスキル、(2) 大意を理解し、「要約」する能

力、(3)創造的かつ論理的に考察し、自らの議論に活かすことができるセンス、という３つの観点から総合的に伸ばします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの女性作家ウィラ・キャザーの<I>My Ántonia</I>を読みます。ちょうど１００年前に出版されたこの小説の英文を味わうと

ともに、人種やジェンダー、環境など、様々な文化論的な視座を学びます。最終レポート、各回の発表担当に加え、小レポートの

課題を２回課します。いきなり長編に飛びこむ前に、短編" "A Wagner Matinée""で準備運動をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ウィラ・キャザーとモダニズム 

2. 「ワグナー・マチネ」を読む 1 

3. 「ワグナー・マチネ」を読む 2 

4. <I>My Ántonia</I>を読む 

5. <I>My Ántonia</I>を読む 

6. <I>My Ántonia</I>を読む 

7. <I>My Ántonia</I>を読む 

8. 中間レポート１ 

9. <I>My Ántonia</I>を読む 

10. <I>My Ántonia</I>を読む 

11. <I>My Ántonia</I>を読む 

12. <I>My Ántonia</I>の批評を読む 

13. 中間レポート２ 

14. まとめ：最終レポート 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当 Aはリーディング範囲を要約し、手元の辞書だけでは理解できない難解な箇所（あるいは指定された箇所）を調べ、レジメを

作成する。担当 Bは語学上，批評上、文化史上で気になった箇所を和訳、さらに引用した理由を分析的に論述してくる。担当 A、

B にあたった学生はクラス配布用のレジュメを全員分コピーしてくる。担当以外の学生も、全員が未知の単語や固有名詞を綿密

に調べながら、リーディングをしてくることが大前提。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Willa Cather. 2009. <I>My Antonia</I> (Oxford World's Classics). Oxford Univ Pr (ISBN:978-0199538140) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式となるのでディスカッションへの積極的な参加が求められます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL379 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 ９ 

(Intensive English Reading 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クールジャパン 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 将俊(NOZAKI MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平易な英語で書かれた文章を多読・精読しながら読解能力を高めるとともに、社会・思想・文化・文学など諸々の研究の基礎とな

る用語や概念や人物について学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Tim Craig 著、Cool Japan (2017年) を読み、日本文化の海外での受容について考えます。 クールジャパン政策とは何か、日本

文化は海外でどう見られているのか等を議論します。あらかじめ担当者（グループ）を決め、発表と討論の形式で授業を進めてい

きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 担当者の割り当て 

2. The "Cool Japan" Strategy: Industrial Policy for Cultural Industries 

3. Japanese Pop Music and Idols  

4. Johnny & Associates: Japanese Pop Idol Producer Faces a Changing World 

5. AKB 48: The Marketing of a Pop Idol Jaggernaut 

6. "Kawaii": Hello Kitty and Japanese Cute 

7. Square Enix: Keeping the Fantasy Alive 

8. A Bathing Ape (BAPE): The Rise, Fall, and Rescue of a Fashion Icon 

9. The Japanese Anime Industry: Studio Trigger Finds Its Mark 

10. Toei Kyoto Studio Park: Tapping into Kyoto's Tourism Boom 

11. Ippodo Tea Company: A 300-year-old Business Navigates Today's World 

12. Ozeki Sake Brewing Company: New Customers for an Old Drink 

13. Sumo Meets Globalization: Foreigners Carry Japan's Most Traditional Sport into the Future 

14. レポート提出 講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当個所を日本語で要約したレジュメを準備します。別のグループは疑問点を挙げ、板書します。それらを元に、議論を

進めて行きます。事前の担当者同士の打ち合わせが重要になります。受講者の人数によって調整します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用。電子書籍で買うこともできます。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL380 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語文献講読 １０ 

(Intensive English Reading 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
J.G.Ballardを読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

J.G.Ballardの長編 Empire of the Sun を中心に読みます。この作品は映画化されているので映画を随時参照しながら読んでいき

ます。時間が許す限り映画と原作の比較も行いたいと考えています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

正確な読解力の養成が第一目標です。内容の共通理解を踏まえた議論を通じて作品理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第１～３章 

3. 第４～６章 

4. 第７～９章 

5. 第１０～１２章 

6. これまでのまとめと映画との比較（１） 

7. 第１３～１５章 

8. 第１６～１９章 

9. 第２０～２４章 

10. 第２５～３１章 

11. これまでのまとめと映画との比較（２） 

12. 第３２～３６章 

13. 第３７～４２章 

14. まとめ、映画との比較（３）、レポート指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は必須。必ず単語・熟語・構文は調べておくこと。テキスト内容の不明箇所を授業で確実に理解できるように努めて下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業参加度(20%)/コメントカード兼出席票(20%) 

欠席回数が授業全体の 3 分の 1 を超えたものは、いかなる理由があっても単位を認めません。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリント配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この科目の履修には申請基準を設けている。登録方法は履修要項を確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL381 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 １１ 

(Intensive English Reading 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化史へのアプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
井上 周平(INOUE SHUHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた歴史学分野の文献を読み、 まとまった分量の英文の内容を正確に把握する力を養う。 また、 背景や関連事

項、 専門用語の調査、あるいは議論の展開の仕方などについても講読を通じて身につけていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化史という言葉は、今日では珍しくなくなっている。「文化史」をタイトルに含む書籍は数多く出版されており、大型書店には文化

史のコーナーが設置されているところもある。しかし改めて「文化史とはいったいどのようなものなのか」ということに答えるのは、

簡単ではない。歴史研究の一手法として、文化史研究にも歴史があり、議論の変遷と領域の広がりがあるからだ。 

この授業では、文化史についての概説的な英文文献を講読する。精読と要約によって内容を把握し、議論を行うほか、関連する

事項や背景についての補足情報の調査も行う。また、必要に応じて、内容を他のテキストの叙述と比較する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション (授業の説明、 テキストの概要説明)  

2. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

3. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

4. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

5. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

6. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

7. テキスト講読 (内容の検討、 討論)、小テスト 1 

8. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

9. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

10. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

11. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

12. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

13. テキスト講読 (内容の検討、 討論) 

14. テキスト講読、 小テスト 2、全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は全員が予定分のテキストを事前に読み、和訳文や要約文を用意し、重要語句について調べておく。受講者数によっては

担当を決めて分担する。背景に関する補足情報についても適宜、 受講者に分担して報告して貰う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講読への取り組み(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

下記、「参考文献」欄に挙げたもののうち、1 を主テキストとして講読を進める。 受講者の人数・関心・能力などに応じて変更する

こともあり得る。主テキストはコピーを配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Alessandro Arcangeli. 2012. <I>Cultural History: A Concise Introduction</I>. Routledge (ISBN:9780415667760) 

2. Brigitte Resl (ed.). 2007. <I>A Cultural History of Animals in the Medieval Age</I>. Berg (ISBN:9781845204969) 

3. Linda Kalof (ed.). 2010. <I>A Cultural History of the Human Body in the Medieval Age</I>. Berg (ISBN:9781847887894) 

4. Anna Green. 2007. <I>Cultural History</I>. Palgrave (ISBN:9780333986752) 

その他の参考文献は、講読を進める中でその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AL382 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語文献講読 １２ 

(Intensive English Reading 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
グローバル人類学の挑戦 

担当者名 

（Instructor） 
宮内 洋平(MIYAUCHI YOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人類学の学術書の読解を通して英文読解力の向上をはかるとともに、現代社会が直面している諸問題に人類学はいかに応答し

ようとしているのかを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバリゼーションの諸問題を論じてきた社会人類学者のトーマス・エリクセンの著書『過熱 加速度的変化の人類学』（2016

年）を輪読する。担当者が要旨を報告した後、全員で議論をし、内容理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス・分担決め 

2. 過剰世界 

3. 諸概念の整理 

4. エネルギー（１） 

5. エネルギー（２） 

6. 移動性（１） 

7. 移動性（２） 

8. 都市（１） 

9. 都市（２） 

10. 廃棄物 

11. 情報過多 

12. 「過熱」の理解（１） 

13. 「過熱」の理解（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は担当部分の要旨をまとめた「レジュメ」を準備して発表に備える。担当部分以外もしっかりと読み込み疑問点を洗い出し

ておく。不明な用語を事典などできちんと理解しながら読み進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(60%)/授業時の討論(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Thomas Hylland Eriksen. 2016. <I>Overheating: An Anthropology of Accelerated Change</I>. Pluto Press (ISBN:978-0-7453-

3634-3) 

テキストを購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下真司・船曳建夫、2008、『文化人類学キーワード 改訂版』、有斐閣 (ISBN:978-4-6410-5886-6) 

2. サッセン, サスキア、2017、『グローバル資本主義と放遂の論理』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4502-4) 

3. オジェ, マルク、2017、『非-場所 スーパーモダニティの人類学に向けて』、水声社 (ISBN:978-4-8010-0287-6) 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

広い意味で現代社会の諸事象に関心を持つあらゆる専修の学生の受講を歓迎する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL383 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 １３ 

(Intensive English Reading 13) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 清子(SATO SEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では Andrew Copson, <I>Secularism: Politics, Religion, and Freedom</I> (Oxfordｗ University Press, 2017)を読み、英

文読解能力を磨くとともに、現代の宗教問題を考える上で欠かすことのできない、「世俗主義(secularism)」についての理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年の日本において、宗教はしばしば「問題」としてメディアに取り上げられ、大学生の宗教に対する反応も、よくわからない、自

分とは縁遠い、さらには危険、といったものであることが多い。 

 

 こうした文脈において、世俗主義は自明の前提として捉えられ、無意識のうちに強く肯定されているように思われる。だが、世俗

主義は西洋近代社会が生み出した政治的秩序の一形態であり、宗教復興の時代とよばれる現在、欧米諸国、そして日本を含む

世界中で挑戦を受けている。 

 

 本書は世俗主義の歴史と、現在抱える困難をコンパクトにまとめている。本書の読解を通じて、そもそもなぜ、宗教は「問題」と

なってしまうのか、なぜ、この「問題」が容易には解消され得ないのか、考えるきっかけとしてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 第 1 章 What is Secularism? ① 

3. 第 2 章 Secularism in Western Societies ① 

4. 第 2 章 Secularism in Western Societies② 

5. 第 3 章 Secularism Diversifies ① 

6. 第 3 章 Secularism Diversifies② 

7. 第 4 章 The Case for Secularism ① 

8. 第 4 章 The Case for Secularism② 

9. 第 5 章 The Case against Secularism ① 

10. 第 5 章 The Case against Secularism② 

11. 第 6 章 Conceptions of Secularism ① 

12. 第 6 章 Conceptions of Secularism ② 

13. 第 7 章 Hard Questions and New Conflict ① 

14. 第 7 章 Hard Questions and New Conflict ② 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週の担当箇所の訳文を作り、担当箇所以外の部分も読んだうえで授業に臨むこと。授業を受けて、その日の内容を復習するこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/担当箇所の発表(40%)/授業中の討論(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Andrew Copson. 2017. <I>Secularism: Politics, Religion, and Freedom</I>. Oxford University Press (ISBN:0198809131) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL384 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語文献講読 １４ 

(Intensive English Reading 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学術論文の精読・多読 

担当者名 

（Instructor） 
杉山 美耶子(SUGIYAMA MIYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際学術雑誌に掲載された英語論文を精読・多読することで、英文読解力と分析能力の更なる向上を目指します。専門的な内容

を扱った英語論文は、小説や新聞記事とは異なるアカデミックなスタイルで書かれており、パラグラフの構成や論の展開にも一定

の規則があります。この授業では、受講者の専門・関心に沿った英語論文の精読・多読を通し、英文を正確に読み解くと同時に、

批判的に分析する能力の育成を目指します。将来、研究者や海外留学を目指す人の英語能力向上もサポートします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初回の授業で受講者の専門領域・関心について聞き取りを行い、各受講者が担当するテキストを決定します。授業では、担当者

が用意したレジュメ（英語論文の要約と内容に関する考察をまとめたもの）をもとに、英訳の精度や分析内容に関して全員で議論

を行います。学術的な論文に特有の文章構成、各パラグラフにおける要点の提示と議論の展開方法に関する理解を深め、英語

文献を正確に読み解く能力の向上を図ると同時に、将来的に自分自身で英語論文を執筆するために必要な知識を習得します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス及び受講者の専門領域の聞き取り 

2. 講義―英語論文のパラグラフ構成と議論の展開方法 

3. 演習 1: 担当者による発表とディスカッション 

4. 演習 2: 担当者による発表とディスカッション 

5. 演習 3: 担当者による発表とディスカッション 

6. 演習 4: 担当者による発表とディスカッション 

7. 演習 5: 担当者による発表とディスカッション 

8. 演習 6: 担当者による発表とディスカッション 

9. 演習 7: 担当者による発表とディスカッション 

10. 演習 8: 担当者による発表とディスカッション 

11. 演習 9: 担当者による発表とディスカッション 

12. 演習 10: 担当者による発表とディスカッション 

13. 演習 11: 担当者による発表とディスカッション 

14. 演習 12: 担当者による発表とディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各受講者の専門等に沿って適宜指示します。担当者は事前に担当論文の要約・考察をまとめたレジュメを用意してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当テキストの読解と分析の精度(50%)/グループディスカッションにおける積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業では専門的な論文を多数扱います。毎回、十分な予習と議論への積極的な参加が求められます。 

Blackboard を使用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL385 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／英語文献講読 １５ 

(Intensive English Reading 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自然に関する英語の文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自然に関する英語の文献を精読することで、英文読解力および批判的思考力を養う。 

また、環境思想、ネイチャーライティングについて理解を深めるとともに、自然をめぐる文学的・文化的想像力や、自然と人間（文

明）との関係をめぐる諸問題を多角的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

環境思想、ネイチャーライティングにおける基本概念をおさえながら、自然をめぐる文献を精読し、（現代を生きる我々）人間と自

然とのあり方について考えていく。各回、担当者による訳（要約）、重要語句の註、考察・問題提起等をまとめたハンドアウトをもと

に全員で議論をして授業を進めていく。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Lawrence Buell. Excerpt from <I>The Environmental Imagination</I>. (1) 

3. Lawrence Buell. Excerpt from <I>The Environmental Imagination</I>. (2) 

4. Lawrence Buell. Excerpt from <I>The Environmental Imagination</I>. (3) 

5. Lawrence Buell. Excerpt from <I>The Environmental Imagination</I>. (4) 

6. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (1) 

7. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (2) 

8. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (3) 

9. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (4) 

10. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (5) 

11. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (6) 

12. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (7) 

13. Henry D. Thoreau. Excerpt from <I>Walden</I>. (8) 

14. Final Report（総括） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は①訳（要約）、②重要語句の註、③考察・問題提起等をまとめたハンドアウトを準備し、受講者数コピーをする。担当以

外の者はテキストを熟読し、疑問点や重要だと思われるパッセージ、問題提起をしたい箇所を必ずピックアップしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/課題・担当発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

随時プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な問題提起およびディスカッションへの参加が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL386 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語文献講読 １６ 

(Intensive English Reading 16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Book Review を読む 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英米のクオリティーペイパー（知的レベルの高い人が読む新聞）に掲載された新刊本の書評を読んで、英語の読解力を向上させ

ると同時に、社会や海外の動向に目を向ける姿勢を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

政治、経済、現代社会のトピックに関する英語の新刊本の書評の中で、英米の有名なマスメディアに掲載されたものを読みます。

インターネット時代になっても、新しい知識やアイディアを提供しているからこそ、出版され紹介される価値があると判断された本

です。それを足掛かりに視野を広げ、一般の記事にも目を向けるきっかけにもなります。授業ではマスメディア特有の癖のある文

章を読む練習をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. <I>What She Ate</I> 食生活から考察する 6 人の女性著名人 

3. <I>Ghost of the Tsunami</I> 1 特派員が取材した東日本大震災 

4. <I>Ghost of the Tsunami</I> 1 特派員が取材した東日本大震災 

5. <I>Loving Lindsey</I> 2 障害を持つ子どもの育児記録 

6. <I>World Without Mind</I> 1 巨大 IT企業による世界支配 

7. <I>World Without Mind</I> 2 巨大 IT企業による世界支配 

8. 中間レポート提出（短めの書評の要約） 

9. 受講者の関心や最新の動向により決める 

10. 受講者の関心や最新の動向により決める 

11. 受講者の関心や最新の動向により決める 

12. 受講者の関心や最新の動向により決める 

13. 受講者の関心や最新の動向により決める 

14. ペーパーテスト/最終レポート提出（比較的長めの書評の要約） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書を丁寧に引いて予習してきてください。日本語の新聞、雑誌や文献でかまわないので、背景知識は積極的に調べてくださ

い。予習してもなおわからない箇所は、ノートに書きだすとか、コピーしてマーカーで囲む、切り貼りするなどして臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/授業参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プりントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜１．海外ＥＡＰ＞ 

(International Field Study 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
English for Academic Purposes (EAP): Oxford University Study-Abroad Program 

担当者名 

（Instructor） 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

秋葉 まり子(AKIBA MARIKO) 

小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

事前指導の後，夏休みの約 3週間，言語表現・異文化対応・現地調査などの基本能力を現地で涵養する。帰国後，その成果を

事後指導の際に英語で発表する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は事前指導（研究準備指導，英語学習指導，渡航手続の説明）を受けた後，各自の研究テーマをもって現地研修を受け，

最終レポートを作成。現地研修は，イギリスの英語教育機関「Advanced English and British Culture Programme」が運営するオッ

クスフォード大学のハートフォードカレッジで行う。但し定員が 30名（最少催行人数は 12 名）なので，希望に沿えない場合があ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 説明会：4 月 4 日(水)15:00～16:30, X204 教室。「履修希望届」「出願理由書」等の配布。  

2. 希望届・理由書の提出：4 月 5日(木)～9 日(月)17:00 締切。 学部事務１課に提出。履修者発表：4 月 11 日(水)12:00。  

3. 第 1 回事前指導：4 月 17 日(火)18:20～20:20。 

4. 第 2 回事前指導：5 月 8 日(火)18:20～20:20。  

5. 第 3 回事前指導：6 月 5 日(火)18:20～20:20。 

6. 第 4 回事前指導：7 月 10 日(火)18:20～20:20。  

7. 第 5 回事前指導：8 月 2 日(火)18:20～19:20。  

8. 羽田出発：8 月 5 日（日）。  

9. 現地研修開始：8 月 6 日（月）。 

10. 現地研修  

11. 現地研修  

12. 現地研修  

13. 現地研修  

14. 現地研修  

15. 現地研修  

16. 現地研修  

17. 現地研修  

18. 現地研修  

19. 現地研修  

20. 現地研修  

21. 現地研修  

22. 現地研修  

23. 現地研修  

24. 現地研修  

25. 現地研修終了：8 月 25 日（土）。  

26. 現地出発：8 月 25 日 (土)。 

羽田到着：8 月 26 日（日）。 

27. 第１回事後指導：10月 2 日(火) 18:20～20:20。英語による口頭発表。(1) 

最終エッセイ等を提出。期限： 10 月 5 日（金） 

28. 第 2 回事後指導：10 月 9 日(火) 18:20～20:20。英語による口頭発表。(2) 

閉会。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の事前指導日から現地研修の終了日まで，（授業期間中は Blackboardを用いて）英文エッセイの提出が義務づけられる。

詳細は説明会で説明する。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前指導・事後指導(30%)/現地研修成績(40%)/英文エッセイ(30%) 

事前・事後指導の欠席が３割を超えたり， 英文エッセイが未提出の場合，Ｄ評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて事前指導時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

費用は，授業料，渡航・宿泊費など総計 73 万円程度。為替や燃油代を含め変動あり。説明会で詳細を説明する。旅行手配等は

業者が行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜２．海外ＡＳＤ＞ 

(International Field Study 2) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏休みの約４週間，言語表現能力，異文化対応能力，現地調査能力の基本を現地で涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツのテュービンゲン大学での現地研修（8 月）および池袋キャンパスでの事前指導（春学期）・事後指導（秋学期）の授業から

成る。芸術・音楽・歴史・文学・科学・生活文化などのトピックからそれぞれがリサーチで取り組むテーマをもって，このプログラム

に参加する。 

 

 希望届・理由書の提出: 4月 4日（水）～5 日（木）17:00 

 履修者発表: 4 月 6 日（金）10:00 

 指導日程は文学部掲示板に告知する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 4 月 3 日（火）15:45～17:15 X203 教室にて 

2. 事前指導 

3. 事前指導 

4. 事前指導 

5. 事前指導 

6. 事前指導 

7. 事前指導 

8. 事前指導 

9. 事前指導 

10. 事前指導 

11. 現地研修 

12. 現地研修 

13. 現地研修 

14. 現地研修 

15. 現地研修 

16. 現地研修 

17. 現地研修 

18. 現地研修 

19. 現地研修 

20. 現地研修 

21. 事後指導 

22. 事後指導 

23. 事後指導 

24. 事後指導 

25. 事後指導 

26. 事後指導 

27. 事後指導 

28. 事後指導 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

渡航・滞在費用（40 万円程度）等についてはガイダンス時に詳細を知らせる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前指導・事後指導への出席・議論参加・口頭発表(20%)/現地研修での修了証(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

こちらで用意する。 
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参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AL523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／海外フィ－ルドスタディ＜３．海外ＳＬＶ＞ 

(International Field Study 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスでの語学研修 

担当者名 

（Instructor） 

澤田 直(SAWADA NAO) 

菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

夏休みの約 20 日間，言語表現能力，異文化対応能力，現地調査能力の基本を現地で涵養する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス，ヴィシー市の定評あるカヴィラム校での現地研修（8 月～9 月）と，池袋キャンパスでの事前指導・事後指導から成る。

教材は，フランス語・文学・芸術など多岐にわたる。履修者各自が取り組むテーマを持ってプログラムに参加する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 4 月 4 日（水）文学部履修ガイダンスで概略に言及 

4 月 4 日（水）16:00～17:30（10号館 X202 教室） 履修希望者は必ず参加すること。  

2. 4 月 5 日（木）～7 日（土） 5,6 日は 17:00 まで、7 日は 12:30 まで） 

履修希望届受付（学部事務１課窓口）  

3. 面接: 4 月 9 日（月）14:00（ロイドホール５階第 1 会議室）  

4. 履修者発表: 4 月 10 日（火）12:00（文学部掲示板）  

5. 事前指導１: 4 月 18 日（水）18:20～19:50   

6. 事前指導２: 6 月 6 日（水）18:20～19:50  

7. 事前指導３: 7 月 4 日（水）18:20～19:50  

8. 渡航前オリエンテーション: 7 月 11 日(水)18:20～19:50  

9. フランス現地研修１( 8月 18 日出発、8 月 20 日～9 月 7 日現地研修、9 月 10 日帰国)  

10. フランス現地研修２（同上、以下省略）  

11. フランス現地研修 

12. フランス現地研修 

13. フランス現地研修 

14. フランス現地研修 

15. フランス現地研修 

16. フランス現地研修 

17. フランス現地研修 

18. フランス現地研修 

19. フランス現地研修 

20. フランス現地研修 

21. フランス現地研修 

22. フランス現地研修 

23. フランス現地研修 

24. フランス現地研修 

25. フランス現地研修 

26. フランス現地研修 

27. フランス現地研修 

28. 事後指導・課題提出  9 月 26日（水） 18:20～19:50 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

メールによって課題の情報などを知らせることがあるので，受講が決まったら，かならず立教メールを定期的にチェックすること。 

なお，費用は 45 万円～49 万円程度（見込み）。 

【2017 年度実績 447,000 円円、2016 年度実績 43 万 4000 円。研修コース，渡航費，滞在費を含む。燃油サーチャージ等は含ま

ない。】  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前授業(30%)/現地研修(40%) 

事前・事後のすべての授業への出席，現地研修での成績は必須条件です。 
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テキスト（Textbooks） 

適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿南婦美代、2014、『留学とホームステイのフランス語』、白水社 (ISBN:4560086699) 

その他、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

変更がある場合は、研修時やメール等で適宜連絡を行う予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AL524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ケンブリッジ・サマープログラム 

(Rikkyo-Emmanuel Summer Program) 

担当者名 

（Instructor） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

モレッティ(MORETTI LAURA) 

学期 

（Semester） 
その他(Others) 

単位 

（Credit） 
６単位(6 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ART2833 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 春学期の事前指導ののち、夏休みの 2 週間に英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジにて「人文学とは何か」という問題を

歴史的、概念的に学ぶ。履修に際しては、約 55 万円の参加費用が必要となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講は、1584 年に創立され、ケンブリッジ大学においても屈指の伝統を誇るエマニュエル・カレッジで、人文学思想の伝統と歴

史的展開、現時点の問題と未来への展望を学ぶ短期研修プログラムである。12 日間の現地講座はカレッジの専任スタッフが行

い、同じくケンブリッジで日本学を専攻する現役学生がともに受講する。 

 派遣に先立つ春学期に、カレッジの教員と協同作成したカリキュラムに基づいた事前授業を行い、現地研修の素地を築く。現地

学習は、講義、ケンブリッジ方式の個人指導に基づく独立学習、セミナー、グループワーク、共同執筆論文の提出により組み立て

られる。帰国後の秋学期には、留学中の成果に基づいたレポート作成と発表会を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 4月 3 日（火）15:30〜17:00 X201 教室 

2. 事前授業 (1) 

3. 事前授業 (2) 

4. 事前授業 (3) 

5. 事前授業 (4) 

6. 事前授業 (5) 

7. 事前授業 (6) 

8. 事前授業 (7) 

9. 事前授業 (8) 

10. 事前授業 (9) 

11. 事前授業 (10) 

12. 事前授業 (11) 

13. 事前授業 (12) 

14. 事前授業 (13) 

15. 出発 9 月 2 日（日） 

16. 現地授業 (1) 

17. 現地授業 (2) 

18. 現地授業 (3) 

19. 現地授業 (4) 

20. 現地授業 (5) 

21. 現地授業 (6) 

22. 現地授業 (7) 

23. 現地授業 (8) 

24. 現地授業 (9) 

25. 現地授業 (10) 

26. 帰国 9 月 16 日（日） 

27. 事後授業 (1) 

28. 事後授業 (2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 事前授業で毎週課される教科書を中心としたアサインメントのほか、現地授業では特に、ケンブリッジの教育で重視される自主

的な独立学修を、個人指導教員の監督を受けつつ行うことが必須となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

事前授業のパフォーマンス(30%)/現地授業のパフォーマンス(50%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Indra Levy, ed.. 2011. <I> Translation in Modern Japan</I>. Routledge (ISBN:978-0415691789) 

教材パケットを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ａ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリスのゴシック短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学の一ジャンルとしての「ゴシック」とは、18 世紀末から 19 世紀に流行した、神秘や謎（の解明）を中心テーマとした恐怖小説を

指します。自然科学が発達し、宗教の社会的影響力が徐々に色褪せていく時代に、このような小説が流行した意味はなんでしょ

うか。この授業では、イギリスのゴシック文学のテクストを精読することで、人間精神の多様で相補的なはたらきについて考えたい

と思います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1. 扱う短篇小説につき、あらかじめ決めた担当者に「作品の文化的・歴史的背景」「作品の内容のサマリー」「難しい英語表現の

語釈」を説明したプリントを作成し、発表を行なってもらいます。 

2. 発表者の発表をもとに、全員でテクストを読んでいきます。 

3. テクストの精読を踏まえて、全員で作品についてディスカッションを行います。 

4. 毎回の授業とは別に、メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』を課題図書として指定し、6月頃に、400 字詰めで 5 枚から 10

枚程度の読書レポートを提出してもらいます。レポートは添削して返却したうえで、授業の最後には課題作品についての議論も行

います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Richard Cumberland, 'The Poisoner of Montremos' 

3. Isaac Crookenden, 'The Vindictive Monk, or The Fatal Ring' 

4. Petrus Borel, 'Andreas Vesalius the Anatomist' (1) 

5. Petrus Borel, 'Andreas Vesalius the Anatomist' (2) 

6. Edith Nesbit, 'Hurst of Hurstcote' (1) 

7. Edith Nesbit, 'Hurst of Hurstcote' (2) 

8. Rudyard Kipling, 'The Mark of the Beast' (1)  

9. Rudyard Kipling, 'The Mark of the Beast' (2), 課題図書レポート提出 

10. Vernon Lee, 'A Wedding Chest' (1) 

11. Vernon Lee, 'A Wedding Chest' (2) 

12. Sir Arthur Conan Doyle, 'The Case of Lady Sannox' (1) 

13. Sir Arthur Conan Doyle, 'The Case of Lady Sannox' (2) 

14. メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』についての議論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・各作品について、全員が辞書を引きながら下読みをしておく。 

・授業で出た論点を自分なりに整理し、次回の議論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読書レポート(Reading report)(40%)/授業での発表(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. メアリー・シェリー、『フランケンシュタイン』、光文社文庫 (ISBN:978-4334752163) 

授業時に精読する作品のテクストについては、教員がプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｂ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学と動物 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，作品の背景にある異文化の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎週，読み切りの形で，動物に関わるアメリカの短編小説を精読する（ただし，例外として，短編映画も一作品のみ取り上げ

る）。近年，人文学としての動物研究（critical animal studies）が注目されていることをふまえ，なぜ文学作品にはしばしば動物が

登場するのか，そして動物と人間はいかなる関係にあるのかを考えたい。 

 毎回，あらかじめ指名された担当者チームは，レジュメを配布して，その週に読む作家を紹介し，作品の内容を要約したうえで，

難解な英語表現には語注を付し，また，作品理解に関する質問を板書して，受講者全員に筆記で回答させる。その後，お互いの

回答を確認するグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，クラス全体で討論を行う。筆記回答は，翌週，コメン

トとともに受講者に返却される。 

 また，毎週の授業とは別に，課題図書として，ロバート・ハインラインのＳＦ小説を邦訳で読み，中間レポートを提出して頂く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. William Saroyan, "The Cat"（猫） 

3. Edgar Allan Poe, "The Black Cat"（猫） 

4. Ernest Hemingway, "Cat in the Rain"（猫） 

5. 中間総括 

6. Herman Melville,"The Encantadas"（犬） 

7. Jack London, "That Spot"（犬） 

8. Wright Morris, "The Victrola"（犬） 

9. Sarah Orne Jewett, "A White Heron"（鳥） 

10. Katherine Anne Porter, "The Grave"（ウサギ） 

11. Erskine Caldwell, "Rachel"（ネズミ） 

12. Walt Disney, "The Flying Mouse"（ネズミ） 

13. 課題図書の読書会（猫） 

14. 最終総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。予習には，KOD（Kenkyusha Online Dictionary）の利用を推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/課題図書中間レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ロバート・Ａ・ハインライン、2010、『夏への扉』、ハヤカワ文庫 (ISBN:4102028048) 

毎週の授業で読む短編のテキストについては，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 517 - 

■AM013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｃ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歪められた現実：サイエンス・フィクションの短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品をクラス全体で読むことにより、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を味わいながら「今後

の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストの読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議論・レポ

ート作成の基礎を学び、実践していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれたサイエンス・フィクション（SF）の名作とされる短編小説を読んでいく。SFを読む楽しみとして、過去の作者がどの

ような未来の世界を想像したかを知るのも一つだが、今回は特に、異化装置としての SFに注目する。すなわち、各 SFにおい

て、読者にとってなじみのある現実・世界観が如何に歪められた形で投影されているか、そして、その「歪み」が読者に提示するも

のとは何か、という問題意識を持って各作品を読解していく。 

授業と平行して、課題図書である H. G. Wells の_<I>The Time Machine</I> (1895) の日本語訳を読み、４００字詰めで５枚から１０

枚程度の読書感想文（中間レポート）を、第１１回の授業時に提出することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 発表担当者の振り分け、Philip K. Dick “The Eyes Have It” (1953)（グループ・ディスカッション） 

3. H. G. Wells “The Door in the Wall” (1911) 

4. H. G. Wells “The Country of the Blind” (1904) 第 1 回 

5. H. G. Wells “The Country of the Blind” (1904) 第 2 回 

6. Rokeya Sakhawat Hussain “Sultana’s Dream” (1905) 

7. E. M. Forster “The Machine Stops” (1909) 第 1 回 

8. E. M. Forster “The Machine Stops” (1909) 第 2 回 

9. E. M. Forster “The Machine Stops” (1909) 第 3 回 

10. Ray Bradbury “There Will Come Soft Rains” (1950) 

11. 課題図書 H. G. ウェルズ『タイムマシン』（グループ・ディスカッション） 

12. Brian W. Aldiss “Super-Toys Last All Summer Long” (1969) 

13. Octavia E. Butler “Speech Sounds” (1983) 

14. まとめ（グループ・ディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、念入りな準備が必要とされる。発表グループは、各

短編の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマの紹介などをハンドアウトにまとめ、クラス全体に議

論を促す。注意点として、本演習ではクロース・リーディング（精読）の技術を身につけることを目標とするので、作者や作品につ

いての背景知識よりも、英文テクスト自体の熟読と詳細な分析が重要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論・発表への参加(30%)/中間レポート(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H.G.ウェルズ（翻訳：石川年）、2002、『タイムマシン』、角川文庫 (ISBN:ISBN: 978-4042703068) 

他の作品に関しては、随時プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｄ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学短編精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１９世紀から２０世紀にかけてのアメリカ文学を代表する短編を精読する。本演習は、あらかじめ決められた担当者が、扱う作家

の紹介、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になった箇所などをまとめたハンドアウトを用

意し、それに基づいて発表をする。その後、クラス全体で議論を行う。授業後、受講者全員にリアクションペーパーの提出が求め

られる。 

 

なお、課題図書として、F. Scott Fitzgeraldの<I>The Great Gatsby</I> (1925)を各自翻訳で読み、２０００字程度のレポートを提出

してもらう。レポートは添削して返却し、レポートの書き方の基礎を教えた上で、課題作品についての議論の機会を設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. Washington Irving, “Rip Van Winkle” 

3. Sarah Orne Jewett, “A White Heron” 

4. Jack London, “To Build a Fire” (1) 

5. Jack London, “To Build a Fire” (2) 

6. Ernest Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place” (1) 

7. Ernest Hemingway, “A Clean, Well-Lighted Place” (2) 

8. Flannery O’Connor, “A Good Man is Hard to Find” (1) 

9. Flannery O’Connor, “A Good Man is Hard to Find” (2)  ＊課題レポート提出 

10. <I>The Great Gatsby</I>についてのクラスディスカッション 

11. James Baldwin, “Sonny’s Blues” (1) 

12. James Baldwin, “Sonny’s Blues” (2) 

13. James Baldwin, “Sonny’s Blues” (3) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で読む範囲の予習。発表担当者だけでなく、出席者全員がしっかりとテクストを精読し、意見を求められても答えられるように

いくつかのコメントを用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スコット・フィッツジェラルド(著), 村上春樹(翻訳)、2006、『グレート・ギャツビー』、中央公論新社 (ISBN:4124035047) 

授業内で扱う作品については、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｅ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米の詩と映画 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・カリキュラム・マップに示された「読解力」、「議論」、「レポート」の実力を高めながら「文学を読む悦び」を体験できるよう、映画を

通して英米詩の世界を探ります。 

・文学、とくに詩がもつ力を体感します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカの青春映画<I>Dead Poets Society</I>（邦題『いまを生きる』）には、たくさんの英語の詩が使われています。それらの詩

は登場人物の若者たちにとって、ときに人生の指針となり、ときに楽しい遊び道具となっているのです。 

 そこで本演習では、映画のシナリオを読みながら、そこに使われている英語の詩をくわしく学び、それらが登場人物たちにどの

ような影響を与えたのか探ります。 

 本演習は、あらかじめ定められた担当者が、担当範囲のあらすじ、重要箇所、難解箇所、詩人紹介、詩の紹介、感想等をハンド

アウトに基づいて発表することによって進められます。 

 なお授業最終回までに J.D.Salinger, <I>The Catcher in the Rye</I>を各自で読み、2400 字のレポートを書きます。映画と同じく

青春の物語です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction・英詩の基本 

2. アメリカのプレップ・スクール 

3. ウォルト・ホイットマン 1 

4. ロバート・へリック 

5. ウォルト・ホイットマン 2 

6. ヘンリー・デイヴィッド・ソロー 

7. アルフレッド・テニソン 

8. ヴェイチェル・リンジー 

9. ロバート・フロスト 

10. ウィリアム・シェイクスピア 1 

11. ジョージ・バイロン 

12. ウィリアム・シェイクスピア 2 

13. Salinger, <I>The Catcher in the Rye</I> 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表･応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. クラインバウム、1990、『いまを生きる』、新潮文庫 (ISBN:4102221026) 

2. ピーター・ウィアー監督、2006、『DVD『いまを生きる』』、ブエナ・ビスタ (VWDS-3071) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM016 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｆ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
藤村 希(FUJIMURA NOZOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた短い作品を読み，自分の疑問や考え，調査内容をもとに他の人と意見を交わし，作品について理解や考察を深

める方法を学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの作家による短い小説や詩を毎週一作品ずつ読みます。受講者は 2 つのグループに分かれ，A）作品の作者・あらすじ・

登場人物・舞台設定・テーマなどについて発表する内容確認と，B）作品をよりよく理解するための質問をクラスに配布し，それを

もとにしたディスカッションの司会進行という，異なる役割を分担します。受講者によるグループワークが授業の前提となるため，

自主的な参加とグループでの協力が必要不可欠です。受講者は，課題図書についての 2000 字～3000 字の中間レポートと，講

読作品についての 4000 字～5000 字の学期末レポートを，初回の授業で配布する授業計画表に従って提出することになります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明と発表の分担 

2. Kate Chopin, “The Story of an Hour” 

3. John Cheever, “Reunion” 

4. Carson McCullers, “Correspondence” 

5. Ernest Hemingway, “Hills Like White Elephants” 

6. Raymond Carver, “Popular Mechanics” 

7. 中間レポート・ワークショップ 

8. Edgar Allan Poe, “The Tell-Tale Heart” 

9. Emily Dickinson, “Because I could not stop for Death — ” 

10. Alice Walker, “The Flowers” 

11. Dagoberto Gilb, “Love in L.A.”  

12. David Leavitt, “Gravity”  

13. Ursula K. Le Guin, “She Unnames Them”  

14. 学期の振り返りと総括  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度とレスポンス・ペーパーの内容(30%)/担当発表(30%)/レポート(40%) 

欠席が 3 回を超えると単位取得は不可となります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ポール・オースター（柴田元幸訳）、1995、『幽霊たち』、新潮文庫 

2. 戸田山和久、2012、『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』、NHKブックス 

授業で扱う作品はプリントを配布します。中間レポート作品として，ポール・オースター著・柴田元幸訳『幽霊たち』（新潮文庫，

1995），レポート作成の参考図書として，戸田山和久著『新版 論文の教室 レポートから卒論まで』（NHKブックス，2012）を，各

自購入してください。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM017 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ１ｇ 

(Introductory Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
William Faulknerの短篇小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究の入門として，William Faulkner の小説を読み，作品の考察や解釈の方法，教室での発表や議論の仕方を学び，文学を

読むことの意義と可能性を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ南部作家 William Faulkner の短篇小説を精読する。扱う作品は，“That Evening Sun” (「あの夕陽」)，“A Rose for Emily” 

(「エミリーへの薔薇」)，“There Was a Queen” (「女王ありき」)を予定している。人間の欲望や衝動，アメリカ南部の歴史や文化を

背景にした人間の愛憎や苦悩などを深く考えていきたい。初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てる。担当者は協力

して、あらすじ・語注・考察・質問をまとめたレジュメを作成し，授業で発表する。発表に引き続き，コメンテイターがコメントをし，教

員の解説をまじえながら，クラス全体でディスカッションをする。授業後，受講者全員リアクションペーパーの提出が求められる。

なお，課題図書は F. Scott Fitzgeraldの<I>The Great Gatsby</I> (『グレート・ギャッツビー』)を予定。この作品の読書感想文を学

期途中に提出し，クラス全体で議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、発表担当決め 

2. “That Evening Sun”精読 

3. “That Evening Sun”精読 

4. “That Evening Sun”精読 

5. “That Evening Sun”精読 

6. “A Rose for Emily”精読 

7. “A Rose for Emily”精読 

8. “A Rose for Emily”精読 

9. “A Rose for Emily”精読 

10. 課題図書『グレート・ギャッツビー』のディスカッション 

11. “There Was a Queen”精読 

12. “There Was a Queen”精読 

13. “There Was a Queen”精読 

14. “There Was a Queen”精読 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員，課題範囲を読み，単語・熟語を調べるだけでなく，自らの考えをまとめ，授業

内で発言できるように準備すること。授業後は，範囲を再読し考察を深め，次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・提出物(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スコット・フィッツジェラルド、2006、『グレート・ギャッツビー』、中央公論新社 (ISBN:978-4124035049) 

フォークナーの短篇は，プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Kazuo Ishiguroの<I>Never Let Me Go</I>を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明瞭な文体で書かれたイシグロのディストピア小説の精読を通じ、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用

語と分析技法」を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストの読解・分析、ならびにテクストに基づいた論理的な議

論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Kazuo Ishiguroの <I>Never Let Me Go</I> (2005) は人間のクローンを使った臓器の搾取が制度化された社会を描く物語だが、

典型的なサイエンス・フィクション、あるいはディストピアと異なり、非常に叙情的でノスタルジックであり、社会的側面が（一読する

限りでは）弱い作品となっている。この演習では主に、作品における語りの手法や表現技法を吟味し、回顧録・自伝・証言といった

語りの様式について学ぶ。また、エンパシー（empathy）と倫理、スケープゴート、社会からの逃走、といった、社会的テーマに着目

して小説を読むためのイントロダクションとして、Michael Bay 監督による映画<I>The Island</I> (2005)、また Le Guin の有名な短

編についてのグループディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映画<I>The Island</I>の鑑賞、グループディスカッション 

2. 発表担当者の振り分け、Ursula Le Guin “The Ones Who Walk Away from Omelas” (1973) （グループディスカッション） 

3. 作品講読第 1 回 

4. 作品講読第 2 回 

5. 作品講読第 3 回 

6. 作品講読第 4 回 

7. 作品講読第 5 回 

8. 作品講読第 6 回 

9. 作品講読第 7 回 

10. 作品講読第 8 回 

11. 作品講読第 9 回 

12. 作品講読第 10 回 

13. 作品講読第 11 回 

14. <I>Never Let Me Go</I>の映画アダプテーションの鑑賞、まとめ（グループディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは<I>Never Let Me 

Go</I>について授業で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. 2005. <I>Never Let Me Go</I>. Faber and Faber (ISBN:978-0571224142) 

Le Guin の短編はプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Herman Melville の中短編を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『白鯨』で知られる、アメリカ文学を代表する作家 Herman Melville の傑作短編および中編を精読する。扱う作品は、弁護士事務

所に雇われた筆耕がやがてあらゆる仕事だけでなく一切のことを拒否する短編“Bartleby, the Scrivener” (1853)と、黒人奴隷船

の反乱を主題とする中編“Benito Cereno” (1855)の予定。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

感想などをまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問

点を少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。また、授業後、受講者全員に

リアクション・ペーパーを提出してもらう。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. “Bartleby, the Scrivener” (1) 

3. “Bartleby, the Scrivener” (2) 

4. “Bartleby, the Scrivener” (3) 

5. “Bartleby, the Scrivener” (4) 

6. まとめ 

7. “Benito Cereno” (1) 

8. “Benito Cereno” (2) 

9. “Benito Cereno” (3) 

10. “Benito Cereno” (4) 

11. “Benito Cereno” (5) 

12. “Benito Cereno” (6) 

13. “Benito Cereno” (7) 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/授業内のディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
D. H. Lawrence の短編小説・詩・エッセイを読む 

担当者名 

（Instructor） 
三原 芳秋(MIHARA YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一人の作家の手による様々なジャンルにわたるテクストを精読します。英文を精確に読解する能力を磨くのみならず、精読のうち

に〈問い〉を発見し、その〈問い〉をめぐる自らの考えを発表を通じて論理的に伝達し、さらにクラスでの議論を通じて他人の考えを

批判的に受容する訓練をします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『息子と恋人』『チャタレー夫人の恋人』などの大長編小説作家として英文学史に名を残す D. H. Lawrence (1885-1930)は、同時

に短編小説の名手でもあり、また詩人でもあり、さらには〈生〉をめぐる特異な思索を展開した思想家でもあります。この授業で

は、短編・詩・エッセイのうちから数本のテクストを選び、まずはそれらの徹底的な精読を行ない、そのうえでグループ発表・ディス

カッションを通じて作品世界に深く入り込んでいきたいと思います。また、「階級」「ジェンダー」「セクシュアリティ」といった文学・文

化研究の重要テーマにも、適宜触れるようにしたいと思います 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. "The Thimble" 

3. "Hadrian" (1) 

4. "Hadrian" (2) 

5. "Daughters of the Vicar" (1) 

6. "Daughters of the Vicar" (2) 

7. "Daughters of the Vicar" (3) 

8. "Daughters of the Vicar" (4) 

9. "The Prussian Officer" (1) 

10. "The Prussian Officer" (2) 

11. 詩 

12. エッセイ（１） 

13. エッセイ（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書をしっかり引き、注釈も参考にし、毎回のテクストをワークシートの指示に従って各自精読してから授業に臨むこと。 

発表担当グループは該当箇所の細部にわたる調査を実施し、〈問い〉を準備し、授業内ディスカッションを司る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のワークシート（個別）(20%)/授業での発表（グループ）(30%)/授業内ディスカッションでの貢献(20%)/最終レポート(Final 

Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはそのつど担当教員が用意します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｄ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Horatio Alger 研究：アメリカの「立身出世物語」を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I> (1868)  を読解する。 

 

アメリカ文学には「立身出世物語(rags-to-riches stories)」という伝統的ジャンルがあるが、本作品はその源流となった小説であ

る。アメリカにおいては、生まれや育ちに関係なく、本人の努力と勤勉さえあれば成功できるという神話がある。この神話は「アメリ

カン・ドリーム」という名前で現代でも大きな力を持って流通しているが、本作品を読むことを通じて、この神話について改めて批

判的に考えてみよう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アメリカにおける「立身出世物語」の伝統 

2. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

3. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

4. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

5. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

6. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

7. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解   

8. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

9. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  読解  

10. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  批評の読解  

11. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  批評の読解  

12. Horatio Alger, <I>Ragged Dick</I>  批評の読解  

13. レポート作成講座 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

⑴辞書を引いて英語原文を丹念に読むこと。 

 

⑵学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（発表、ディスカッションへの貢献度、ワークシートの提出）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Horatio Alger. 2007. <I>Ragged Dick</I>. Norton (ISBN:0393925897) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｅ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの作品をマイノリティーの視点から読む 

担当者名 

（Instructor） 
野崎 将俊(NOZAKI MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアの有名な作品をできるだけたくさん読み，意見交換をすることによって，文学作品を論じる方法を学びます。喜劇、

悲劇、ロマンス劇を一つずつ取り上げ、主に人種的マイノリティーの観点から登場人物の発言や振舞いについて考え、作品に対

する理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ヴェニスの商人』，『オセロー』, 『テンペスト』を取り上げ、ストーリー展開、登場人物、全体の構造、テーマなどについてさまざま

な角度から分析し、議論します。あらかじめ受講者をグループに分け，発表と議論によって授業を進めます。ほぼ毎回，グループ

発表またはディベートを行なうことによって，作品を多角的に検討します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション グループ分け 

2. 『ヴェニスの商人』(1) 

3. 『ヴェニスの商人』(2) 

4. 『ヴェニスの商人』(3) 

5. 『ヴェニスの商人』(4) 

6. 『オセロー』(1) 

7. 『オセロー』(2) 

8. 『オセロー』(3) 

9. 『オセロー』(4) 

10. 『テンペスト』(1) 

11. 『テンペスト』(2) 

12. 『テンペスト』(3) 

13. 『テンペスト』(4) 

14. レポート提出 講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にグループで話し合い，翻訳や要約，意見の発表などの準備をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。取り上げる作品は一部変わることがあります。 

 

参考文献（Readings） 

各作品に関連する映像作品や論文を授業で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM026 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｆ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米文学入門 

担当者名 

（Instructor） 
笠原 一郎(KASAHARA ICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なジャンルの英米の文学作品を原語で読み、文学研究のための基礎を学習します。また批評や解説の英文を読んで、代表

的な専門用語や分析方法を覚え応用できることを目指します。該当作品周辺のごく簡単な文学史、文芸思潮も学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英米の小説、詩、演劇の中でも有名で評価の高い作品を読みます。各作品自体の面白さとともに、各ジャンル特有の読み方のコ

ツも学びます。各回の担当グループが事前に相談をして作品のプロットやテーマ、表現方法の特徴、作者や時代・文化背景など

をまとめたうえ、クラス全体の議論のたたき台となるような問題提起をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. C. Day Lewis "What is the Use of the Poetry" 

3. William Wordsworth "I Wandered Lonely as a Cloud" 

4. Emily Bronte "Spellbound" 

5. William Blake "London" 

6. Elizabeth Bishop "One Art" 

7. L. C. Knights "Shakespeare's Imagery" 

8. William Shakespeare "Sonnet 73" 

9. Isaac Asimov" English" 

10. James Joyce "Araby" 

11. John Sutherland "Can Jane Eyre Be Happy?" 

12. William Faulkner "A Rose for Emily" 

13. Thornton Wilder "Queens of France" 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

丹念に辞書を引いて予習をし、そのうえで理解できないところ、意味の通らないところを洗い出して授業に臨んでください。担当グ

ループは事前に相談をして作品理解のためのレジュメを作成してきてください。それ以外の参加者も各自の意見や質問をもって

授業に臨んでください。取り上げた作家の他の作品も読んでみることを推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表・司会(30%)/レスポンスペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM027 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 １ｇ 

(Preliminary Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀イギリス小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

代表的な 19 世紀イギリス小説を深く味わいましょう。それぞれの小説を購読することで、小説の「読み方」を知り、研究方法を理

解します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

代表的なイギリス小説の中から、タイプの異なる 3 作品の抜粋部分を読みます。授業は、複数の担当者によるレポートと、クラス

全員によるディスカッションの演習形式で行います。レポート担当者は、1 年次の入門演習で得た知識を利用して該当箇所を分析

し、概要とディスカッションのポイントをまとめたハンドアウトを用意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 授業で扱う作品の概要と、授業の進め方を説明する。 

2. イギリス小説の講読 1-1 

3. イギリス小説の講読 1-2 

4. イギリス小説の講読 1-3 

5. イギリス小説の講読 1-4 

6. イギリス小説の講読 2-1 

7. イギリス小説の講読 2-2 

8. イギリス小説の講読 2-3 

9. イギリス小説の講読 2-4 

10. イギリス小説の講読 3-1 

11. イギリス小説の講読 3-2 

12. イギリス小説の講読 3-3 

13. イギリス小説の講読 3-4 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表担当者は責任を持って準備すること。また担当者以外も、該当箇所に関する意見を必ず用意した上で、積極的にディスカッ

ションに参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/ディスカッションへの貢献度とコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で扱う小説の抜粋部分は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業内で紹介し、授業に必要な部分は配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ詩と「アメリカ」 

担当者名 

（Instructor） 
関根 全宏(SEKINE MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「アメリカ」を主題ないしは素材に扱う詩の精読を通して、「アメリカ」なるものを多角的に考察し、詩を読み解く力、批判的思考力、

自己表現能力を相互啓発的に養うことを目標とする。また、詩に対する造形を深め、詩の言葉について深く考える力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ詩を精読する。作品が書かれた時代背景や詩人の特徴をふまえながら、毎回 1 回の授業で 1 作品を読んでいく。担当者

は、1)詩人の略歴・時代背景、2)訳・重要語句の註・質問、3)考察をハンドアウトにまとめて発表し、それをもとに討論する演習形

式で授業を進める。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Anne Bradstreet, "To my Dear and Loving Husband" 

3. Edgar Allan Poe, "Annabel Lee" 

4. Walt Whitman, "I Hear America Singing" 

5. Emily Dickinson, "Don't put my Thread and Needle" 

6. Emma Lazarus, "The New Colossus" 

7. Robert Frost, "The Gift Outright" 

8. Vachel Lindsay, "The Flower-Fed Buffalores" 

9. Hart Crane, "To Brooklyn Bridge" 

10. Langston Hughes, "I, Too, Sing America" 

11. William E. Stafford, "At the Bomb Testing Site" 

12. Louis Simpson, "American Classic" 

13. Adrienne Rich, "North American Time" 

14. Final Report（総括・ワークショップ） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者は 1)詩人の略歴・時代背景、2)訳・重要語句の註・質問、3)考察をまとめたハンドアウトを準備し、受講者分コピーをする。

担当以外の者はテキストを熟読し、疑問点や重要だと思われる詩行、問題提起をしたい箇所を必ずピックアップしてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献度(30%)/課題・担当発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的な問題提起およびディスカッションへの参加が求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国・アイルランドの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
石川 太郎(ISHIKAWA TARO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国・アイルランドの短編小説を読む事で文学研究の基礎を学ぶ。特に１９世紀末・20 世紀初頭から第２次世界大戦前までを扱

う予定。こうする事で特定の時代、場所（イギリス・アイルランド）の文化を視野に入れながら文学テキストを読み解く練習をする。

具体的には文学と、写真技術や映画等の映像文化と文学テクストとの関係を中心に、文学史では「世紀末」「モダニズム」と形容

される時代を読み解く事が目標。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ディベートを通して毎週１つの作品について、多方面からアプローチする事で観察眼・批評眼を養う事が目標。クラス全体を３～４

人のグループごとに分けて、毎週あらかじめ決めておいた作品を扱う。司会、肯定側、否定側に分かれて１つの作品を議論し合う

事で、なるべく多角的、多面的な読み方を出せるようにしたい。授業の前に各グループは与えられた作品のリサーチが必ず必要

になる。また、個人、グループで意見をまとめておく事が大事。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（グループ分け・授業で扱う作品の発表・ディベートについての説明を行う） 

2. 短編小説の講読１: Oscar Wilde, ‘The Happy Prince’ディベート 

3. 短編小説の講読２: Oscar Wilde, ‘The Nightingale and The Rose’ディベート 

4. 短編小説の講読３: Sir Arthur Conan Doyle, ‘A Case of Identity’from <I>Adventures of Sherlock Holmes</I>ディベート 

5. 短編小説の講読４: Charles Dickens ‘The Signalman’ディベート 

6. 短編小説の講読５: H. G. Wells, ‘The New Accelerator’ ディベート 

7. 短編小説の講読６: Joseph Conrad, ‘An Outpost of Progress’ディベート 

8. 短編小説の講読７: Rudyard Kipling,‘Mrs Bathurst’ディベート 

9. 短編小説の講読８: Elizabeth Bowen. ‘Dead Mabelle’ディベート 

10. 短編小説の講読９: Virginia Woolf, ‘The Mark on The Wall’ディベート 

11. 短編小説の講読１０: Virginia Woolf, ‘Kew Garden’ディベート 

12. 短編小説の講読１１: James Joyce, ‘The Dead’(1)内容の確認及び映画 'The Dead'鑑賞予定 

13. 短編小説の講読１２: James Joyce, ‘The Dead’(2)ディベート 

14. まとめ（これまで授業で扱った内容のまとめとレポートの書き方） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英・アイルランド文学の基礎知識はもちろんのこと、授業で取り扱う作家の他の作品もなるべくたくさん読んでおくことが望ましい。

特に、英国とアイルランドの文化の違いについての知識はどれだけあってもありすぎではない。また、学生の様子、取り組み方に

応じて教員側から補助プリントの配布や、あらかじめ読んでおくべき文献の指定が出る場合がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（授業、つまりディベート参加度最重視。また、毎回授業後にコメントカード兼出席表を提

出してもらうが、この内容と高い提出率が重視される。）(30%) 

授業計画で指定されている作家と作品は教員があらかじめコピーして学生全員に配布予定。また、あくまで予定なので、作家や

作品は変更になる可能性がある。もしも希望の作家や作品があったらぜひ教員まで申し出て欲しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

なるべく雰囲気重視で楽しく学んで議論出来る授業にして行きたいと考えています。一緒に、ゆっくり楽しく頑張りましょう。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
F. Scott Fitzgeraldの小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
竹内 理矢(TAKEUCHI MASAYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

F. Scott Fitzgeraldの小説を読み，発表と討論を通して，作品の解釈や批評の方法など文学研究に必要な基礎力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ人作家 F. Scott Fitzgeraldの小説<I>The Great Gatsby</I>を読む。主人公ギャッツビーの追い求める夢とは何か，彼をと

り巻く人間たちの欲望とは何か，また彼らと交流しつつ観察する語り手ニックの思念と人生はいかなるものか，などを分析しなが

ら，そこに映し出される人間の本質と歴史的・文化的問題を考察する。テクストを丹念に読み解き英文解釈力を高めると同時に，

人間と文化を思索し批評する力を養うことも目的とする。初回の授業で発表担当者とコメンテイターを割り当てる。担当者は協力

して，あらすじ・語注・考察・質問をまとめたレジュメを作成し，授業で発表する。発表に引き続き，コメンテイターがコメントをし，教

員の解説をまじえながら，クラス全体でディスカッションをする。授業後，受講者全員リアクションペーパーの提出が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、発表担当決め 

2. <I>The Great Gatsby</I>精読 

3. <I>The Great Gatsby</I>精読 

4. <I>The Great Gatsby</I>精読 

5. <I>The Great Gatsby</I>精読 

6. <I>The Great Gatsby</I>精読 

7. <I>The Great Gatsby</I>精読 

8. <I>The Great Gatsby</I>精読 

9. <I>The Great Gatsby</I>精読 

10. <I>The Great Gatsby</I>精読 

11. <I>The Great Gatsby</I>精読 

12. <I>The Great Gatsby</I>精読 

13. <I>The Great Gatsby</I>精読 

14. <I>The Great Gatsby</I>精読，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

演習は学生が主体となる授業である。受講者全員，課題範囲を読み，単語・熟語を調べるだけでなく，自らの考えをまとめ，授業

内で発言できるように準備すること。授業後は，範囲を再読し考察を深め，次週につなげていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・討論・提出物(30%)/発表・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する予定ですが、場合によっては原書を購入してもらいます。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説『白衣の女』(<I>The Woman in White</I>)を読む 

担当者名 

（Instructor） 
侘美 真理(TAKUMI MARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英国の小説家ウィルキー・コリンズによって書かれた『白衣の女』(1860)を読む。「センセーション・ノベル」というジャンルの始まりと

され、コリンズの代表的な作品である。また、現代でも読み継がれる有名な英国小説の一つでもあり、近年は映画やミュージカル

などの形でも翻案化されている。授業では原文を読みながら、「原作」ならではの面白さと、「小説」としての複雑さを体験してもら

う。言葉の遣い方や表現のニュアンスのほか、文章(テクスト)を深く読み込み、文学の読み方の基礎を学ぶことも目的の一つであ

る。歴史的・文学史的背景への理解や文学作品としての技法や解釈の重層性についての理解を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、毎回指定された部分を精読する。あらかじめ全員に読んできてもらうので、その部分は英語に関して綿密な予

習が必須となる。後半は発表及びディスカッションとする。発表担当者は担当箇所のあらすじなどを記した簡単なレジュメを用意し

た上で、内容や表現について気づいたことや難しかったところを指摘し、かつ議論のポイントと考えられる議題や疑問点などを提

示してもらう。それらを踏まえた上で、クラス全体で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. <I>The Woman in White</I>を読む(1) 

3. <I>The Woman in White</I>を読む(2) 

4. <I>The Woman in White</I>を読む(3) 

5. <I>The Woman in White</I>を読む(4) 

6. <I>The Woman in White</I>を読む(5) 

7. <I>The Woman in White</I>を読む(6) 

8. <I>The Woman in White</I>を読む(7) 

9. <I>The Woman in White</I>を読む(8) 

10. <I>The Woman in White</I>を読む(9) 

11. <I>The Woman in White</I>を読む(10) 

12. <I>The Woman in White</I>を読む(11) 

13. <I>The Woman in White</I>を読む(12) 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された部分を毎回必ず精読してくること。授業にも辞書を持ってくること。発表者は人数分レジュメを用意するなど、十分に備

えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・授業貢献度(30%)/発表・発表内容(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wilkie Collins. 2008. <I>The Woman in White</I>. Oxford University Press (ISBN:9780199535637) 

 

参考文献（Readings） 

授業中にその都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Frederick Douglas の自伝を読む 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストの精読とそれに基づく発表およびディスカッションを通して、文学研究に必要な批評的読解の手法と、議論の糸口を見つ

ける能力を身につける訓練を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学を代表する作家 Herman Melville と同時代を生きた元奴隷、奴隷制廃止運動家 Frederick Douglas の自伝

<I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (1845)を精読する。 

 

発表担当者は、担当範囲のあらすじ、難解な英語表現の語注、重要だと思われる箇所、気になったり印象に残ったりした箇所、

感想などをまとめたハンドアウトを用意し、それに基づいて発表をする。担当以外の受講者は毎回作品を読んだ際に生じた疑問

点を少なくとも３つ箇条書きにして用意し、クラスでのディスカッションに参加することが求められる。 また、授業後、受講者全員に

リアクション・ペーパーを提出してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (1) 

3. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (2) 

4. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (3) 

5. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (4) 

6. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (5) 

7. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (6) 

8. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (7) 

9. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (8) 

10. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (9) 

11. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (10) 

12. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (11) 

13. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I> (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者全員が、その週のリーディング範囲を、単語・熟語を調べながら精読するだけでなく、自らの考えをまとめ、授業内で発言

できるように最低でもコメントを３つ以上用意しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Frederick Douglass. 2014. <I>Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave</I>. Penguin Classics 

(ISBN:0143107305) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ディストピアと Worldbuilding： <I>Brave New World</I>と<I>Nineteen Eighty-Four</I>を

読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ディストピア文学における２つの古典の抜粋を丹念に読むことで、カリキュラム・マップに示された「文学研究の基礎となる専門用

語と分析技法」を使って「より高度な読解力」を培う。具体的には、テクストのより深い読解と分析、ならびにテクストに基づいた論

理的な議論・レポート作成を実践することで、文学批評の基礎を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Aldous Huxley の<I>Brave New World</I> (1932) と George Orwell の<I>Nineteen Eighty-Four</I> (1949) の各二作品は、ディス

トピア文学の古典として最も影響力があり、比較して論じられることが多い。両作品共に、近未来に出現しうる全体主義的社会に

対し警鐘を鳴らす訓話的な側面が強いが、本演習では特に、各作品においてディストピア的世界・世界観が如何に説得力のある

形で構築されているか （worldbuilding） に着目する。両作品からの抜粋部分（授業にて適宜指示する）を精読しながら、細かな表

現技法まで見ていく。その上で、両テクストの比較分析を行い、文学批評をする上での様々な視点や考え方を実戦形式で学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 発表担当者の振り分け、Brave New World  第 1 回（グループディスカッション） 

3. <I>Brave New World</I>  第 2回 

4. <I>Brave New World</I>  第 3回 

5. <I>Brave New World</I>  第 4回 

6. <I>Brave New World</I>  第 5回 

7. <I>Nineteen Eighty-Four</I>  第 1 回 

8. <I>Nineteen Eighty-Four</I>  第 2 回 

9. <I>Nineteen Eighty-Four</I>  第 3 回 

10. <I>Nineteen Eighty-Four</I> 第 4 回 

11. <I>Nineteen Eighty-Four</I>  第 5 回 

12. <I>Nineteen Eighty-Four</I>  第 6 回 

13. 両作品の比較 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。全員が各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは両作品について授業

で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Aldous Huxley. 2007. <I>Brave New World</I>. Vintage Classics (ISBN:978-0099518471) 

2. George Orwell. 2013. <I>Nineteen Eighty-Four: The Annotated Edition</I>. Penguin Classics (ISBN:978-0141391700) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM037 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
William Saroyan の短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，作品の背景にある異文化の理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アルメニア系アメリカ人作家として，そしてまたユーモアとペーソスにあふれた作品を書くヒューマニストとして知られる William 

Saroyan の短編小説を毎週一作品ずつ精読する。あらかじめ指名された担当者チームは，レジュメを配布して，その週に読む作

品のあらすじを紹介し，作品中の難解な英語表現には語注を付すとともに，作品理解に関する質問を事前に準備のうえ板書し

て，受講者全員に筆記で回答させる。その後，お互いの回答を確認するグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにし

て，クラス全体で討論を行う。筆記回答は，翌週，コメントとともに受講者に返却される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. "The First Day of School"を読む 

3.  "The Cat"を読む 

4. "The Summer of the Beautiful White Horse"を読む 

5. "The Daring Young Man on the Flying Trapeze"を読む 

6. "Among the Lost"を読む 

7. "Love, Death, Sacrifice, and So Forth"を読む 

8. "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8"を読む 

9. "Snake"を読む 

10. "Seventeen"を読む 

11. "Laughter"を読む 

12. "Love"を読む 

13. レポート中間報告会 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。予習には，KOD（Kenkyusha Online Dictionary）の利用を推奨する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の筆記回答(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Saroyan. 1997. <I> The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories</I>. New Directions 

(ISBN:081121365X) 

最初の 3 作品については，初回授業にてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ａ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Regionalism and Diversity in American Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The first goal of this class is to understand the relationship between major American writers and the literary movements they 

are associated with. The second goal of this class is to understand the historical events that influenced those writers and 

literary movements.   

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will present an overview of some of the major American literary movements and the authors and works of fiction 

associated with them. Students will read and analyze a wide variety of works and consider the historical events and social 

movements from different regions of the United States. The main movements that will be explored are Romanticism, Realism, 

Modernism, Harlem Renaissance, and Post-Modernism.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, introduction to Romanticism (New England) 

2. Romanticism 1: The American Renaissance (New England) 

3. Romanticism 2: Romanticism and American Gothic (Southern America) 

4. Romanticism 3 and introduction to Realism (American travelers) 

5. Realism 1 (Midwest and Southern America) 

6. Realism 2 and introduction to Modernism (Americans living abroad) 

7. Modernism 1 (20th century worldwide trends in literature and America) 

8. Modernism 2 and introduction to Harlem Renaissance (20th century New York) 

9. Harlem Renaissance 1 (African Americans in the East) 

10. Harlem Renaissance 2 and introduction to Post-Modernism (African Americans in the South) 

11. Post-Modernism 1 (Immigrant authors in America) 

12. Post-Modernism 2 (20th century New England) 

13. Post-Modernism 3 (20th century Mid-west) 

14. Final wrap-up and discussion of current literary trends 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to complete all readings and homework outside of class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mid-term(30%)/Active class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading 1 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English-only class will offer class members practice in three key reading skills and a variety of reading tasks to help 

increase confidence, speed and comprehension when dealing with texts in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Class members will be given the opportunity to read prose texts on a variety of topics and drawn from many different sources.  

Please note that the class schedule is provisional and may change as the class proceeds. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Reading skills 1 

Homework 

2. Reading skills 2 

Homework 

3. Reading skills 3 

Homework 

4. Biography/Autobiography 1 

Homework 

5. Biography/Autobiography 2 

Homework 

6. History 1 

Homework 

7. History 2  

Homework 

8. Writers and Writing 1 

Homework 

9. Writers and Writing 2 

Homework 

10. Fiction 1 

Homework 

11. Fiction 2 

Homework 

12. Film 1 

Homework 

13. Film 2 

Homework 

14. Final in-class reading task. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Class members will be expected to come to class fully prepared in terms of familiarity with the assigned material and any 

assigned background research.  Class members will be expected to take part in both group and class discussions on assigned 

material.  Three or more unexplained absences from class will result in a D grade. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in classroom activities.(20%)/Homework(40%)/Final in-class reading task(40%) 

There is no textbook for this class.  Reading material will be distributed in the classroom. 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Canada: Culture, Society and Values 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main goals of this course are to enhance students’ understanding of Canada; improve their communicative and reading 

abilities in English, and raise their critical thinking skills. At the end of this course students should have more advanced skills to 

articulate their opinion in English on a range of social topics, demonstrate increased vocabulary on common political, historical 

and cultural issues, and gain knowledge of the defining aspects of Canadian society and identity. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course we will cover some of the key features of Canadian society, such as: bilingualism, ethnic diversity, and relations 

with other countries. We will look briefly at Canada’s colonial past before examining more closely various geographic areas of 

the country. Lectures by the instructor and assigned readings will be the basis for the presentations and the discussions in 

class. Students are expected to come to class prepared to participate in classroom discussions and complete all homework as 

required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. A detailed explanation of the class: expectations, evaluation and students’ introductions. “What do you know about 

Canada?” a short exercise and discussion.  

2. Overview of Canadian geography & Canadian historical development (Reading: Ch. 1).  

3. Canadian multiculturalism / Immigration to Canada (1) (Reading Ch. 5) 

4. Canadian multiculturalism / Immigration to Canada (2) (Reading: assigned article) 

5. Arts, Education and Sports in Canada (Reading Ch. 3) 

6. Canada's regional study: The Pacific Region (Reading Ch. 6) 

7. Canadian regional study: Prairie Provinces (Reading Ch. 7) 

8. Canadian regional study: Central Canada (Reading Ch. 8) 

9. Canadian regional study: Central Canada (Reading Ch. 9) 

10. Canadian regional study: The Atlantic Provinces (Reading Ch. 10) 

11. Canada: a bilingual nation 

12. Presentations (1) 

13. Presentations (2) 

14. Presentations (3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework will be assigned for every class. In addition to weekly reading assignments and vocabulary exercises, students will be 

expected to prepare for in-class discussions and short speeches. All students will make a 6-8 min. long presentation at the end 

of the course. The presentation will require independent research. Additionally, two short papers will be assigned in class. 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(40%)/Essay 1(10%)/Essay 2(15%)/Discussion in class (evaluated 5 times)(25%)/Attendance and participation(10%) 

Note that in-class discussions will be evaluated on an ongoing basis together with the homework 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sauve, V.. 2012. <I>Gateway to Canada, 2nd ed.</I>. Oxford University Press 

Textbook will be available for purchase at the university bookstore. Students should bring the textbook to every class. The 

instructor will provide additional reading materials. 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM044 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｄ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to American Short Fiction 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks that focus on short stories, students will increase their 

vocabularies and strengthen their abilities to speak and write about more complex things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read and discuss some well-known American short stories. Students will also 

respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These responses will 

solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “A Day’s Wait,” Ernest Hemingway: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

2. “A Day’s Wait.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Write a dialog between Schatz and the father, for dramatization next class. 

3. “A Day’s Wait.” Dialog dramatizations.  

“Thank You, Ma’m,” Langston Hughes: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

4. “Thank You, Ma’m.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing 1, for dramatization next class. 

5. “Thank You, Ma’m.” Dialog dramatizations. 

“The Circuit,” Francisco Jimenez: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

6. “The Circuit.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class. 

7. “The Circuit.” Paragraph presentations. 

“The Last Leaf,” O. Henry: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

8. “The Last Leaf.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing 5, for presentation next class 

9. “The Last Leaf.” Presentations. 

10. “The Lottery,” Shirley Jackson: A Preparing to read.  

Homework: B The story; C Understanding the story. 

11. “The Lottery.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Prepare presentations for next class. 

12. “The Lottery.” Dramatizations.  

Homework: Prepare presentations and final essays. 

13. “The Lottery.” Presentations. 

Homework: Prepare final essays. 

14. “The Lottery.” Review. Final essays due. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Homework and participation in class activities(40%)/presentations(30%)/final essay(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Judith Kay, Rosemary Gelshenen. 2012. <I>Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories</I>, 2nd edition. 
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Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course.  

 

注意事項（Notice） 
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■AM045 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｅ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I> 

担当者名 

（Instructor） 
YAMAMOTO-WILSON,J.R 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

- To improve students' English level in all four skills (reading, writing, speaking and listening).  

- To promote interest in English-language input (books, films, etc.). 

- To gain familiarity with an English novel and film. 

- To work and speak in groups and make a class presentation 

 

授業の内容（Course Contents） 

- Students will read <I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I> for homework and discuss the content in class. 

- We will watch the movie, using a variety of viewing techniques, in class. 

- Students will conduct quizzes and other activities with their peers. 

- Students will work in groups to make a PowerPoint presentation. 

- There will be reaction papers and a term paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. - Introduction. Forming groups. Split watching and plenary video of opening scenes. 

- Homework: Read chapters 1 and 2. 

2. - Selected readings. Discussion of chapters 1 and 2. Video work. 

- Homework: Read chapters 3 and 4. 

3. - Selected readings. Discussion of chapters 3 and 4. Video work. 

- Homework: Read chapters 5 and 6. 

4. - Selected readings. Discussion of chapters 5 and 6. Video work. 

- Homework: Catch up on reading; compile quiz questions for chapters 1-6. 

5. - Class quiz on chapters 1-6. Video work. 

- Homework: Read chapters 7 and 8. 

6. - Selected readings. Discussion of chapters 7 and 8. Video work. 

- Homework: Read chapters 9 and 10. 

7. - Selected readings. Discussion of chapters 9 and 10. Video work. 

- Homework: Read chapters 11 and 12. 

8. - Selected readings. Discussion of chapters 11 and 12. Video work. 

- Homework: Catch up on reading; compile quiz questions for chapters 7-12. 

9. - Class quiz on chapters 7-12. Forming groups for PowerPoint presentations. 

- Homework: Read chapters 13 and 14. Start preparing PowerPoint presentations. 

10. - Selected readings. Discussion of chapters 13 and 14. Video work. 

- Homework: Read chapters 15 and 16. Continue preparing PowerPoint presentations.  

11. - Discussion of chapters 15 and 16. Video work. PowerPoint presentations start. 

- Homework: Read chapters 17 and 18. Start working on term paper. 

12. - Discussion of chapters 17 and 18. Video work. PowerPoint presentations continue. 

- Homework: Read chapter 19. Continue working on term paper. 

13. - Discussion of chapter 19. Video work. PowerPoint presentations end. 

- Homework: Continue working on term paper. Prepare quiz on the whole book. 

14. - Submit term paper. Grand quiz. End. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

- Reading <I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I>, in English as far as possible, but using translations, simplified 

versions and study guides as necessary. 

- Preparing quiz questions, a PowerPoint presentation and other occasional homework tasks. 

- Writing a term paper. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Participation(30%)/Classroom performance(20%)/Homework (setting quizzes, preparing 

PowerPoint, showing evidence of having read the book, etc.)(20%) 

The week-by-week programme is just a rough guide and may be altered to suit students' needs or the rhythm of the class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J.K. Rowling. 2013. <I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I>. Bloomsbury (ISBN:1408834960) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM046 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｆ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories about Friendship across Racial Barrier: <I>Driving Miss Daisy</I> and 

<I>Once</I> 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking and writing -- through various class activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Alfred Uhry's and Enda Walsh's plays will be given.  <I>Driving Miss Daisy</I> is about a long-lasting 

friendship between a domineering Jewish woman and her black chauffeur.  It also refers to historical figures or events that 

serve as a reminder of racism during the Civil Rights Movement period in USA.  The protagonists of <I>Once</I> are an Irish 

man and an immigrant from Czech, and they share a commitment to music-making.  Students are required to prepare the 

assigned reading, participate in discussions and write a short comment in each class.  An end-of-term essay about 350 words 

is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. <I>Driving Miss Daisy</I> Abbreviation of this text will be indicated as "DMD". 

3. DMD 2 

4. DMD 3 

5. DMD 4 

6. DMD 5 

7. DMD 6 

8. DMD 7 

9. <I>Once</I> Abbreviation of this text will be indicated as "O". 

10. O 2 

11. O 3 

12. O 4 

13. O 5 

14. O 6 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assigned reading preparation is necessary.  Film adaptations will be shown in the classroom, and review of the films outside of 

class is welcome. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/short comments(30%)/attendance and class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Alfred Uhry. 1998. <I>Driving Miss Daisy</I>. Dramatist's Play Service (ISBN:978-0822203353) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM047 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 １ｇ 

(Preliminary English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

New England and the Natural World: Representations of Nature in Philosophy, Poetry, 

Art, and Music 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course has two main goals: 1) to improve students' knowledge of America's literary and cultural history, and 2) to 

understand nature's significant role in the consciousness of New England philosophers, artists, musicians, and writers.  

 

授業の内容（Course Contents） 

American literature has a tradition of using imagery, symbolism, and metaphors of the natural world in order to express a variety 

of emotions, and discuss numerous subjects such as politics, individuality, religion, and life and death. In this course, students 

will explore the theme of "nature" and how it influenced a diverse group of people from the New England region of the United 

States. For the first few classes, we will focus on a broader understanding of New England philosophy and history. Then we will 

examine culturally significant works of art, music, and poetry to further deepen our understanding of the meaning of "nature" in 

the New England context.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction, syllabus review, and short introduction to New England and its history  

2. Puritan Poetry (Anne Bradstreet), Native American poetry (various)  

3. 19th century ideas and philosophy on "nature" (Ralph Waldo Emerson)  

4. 19th century ideas and philosophy on "nature" (Henry David Thoreau)  

5. Images of nature in 19th century American art; art's important influence on 19th century American society  

6. 19th century nature poets (Emily Dickinson)  

7. 19th century nature poets (Emily Dickinson part 2)  

8. 19th century nature poets (Walt Whitman)  

9. 19th-20th century New England composers; how the natural world inspired their music  

10. Images of nature in 20th century American art; comparison to images of nature in 19th century American art  

11. 20th century nature poets (Robert Frost)  

12. 20th century nature poets (e.e. cummings)  

13. 20th century nature poets (Elizabeth Bishop)  

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Active class participation(30%)/Homework(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
An Introduction to American Gothic Literature 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) for students to improve their English and learn about interpreting and analyzing literature, 

and 2) to learn about the Gothic genre and its importance to the American literary canon. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will focus on Gothic literature in America from the 19th century to the present. After learning about the basic 

elements of the Gothic as a literary genre, students will have the chance to examine different sub-genres. They will also try to 

make connections between the Gothic and other literary genres, such as fantasy, realism, science fiction, and romanticism. 

Emphasis will be placed on understanding and explaining why Gothic is considered to be "scary." To that end, we will frequently 

discuss the use of (or lack of) supernatural and psychological elements in the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on defining the Gothic genre 

2. Lecture and discussion about early American Gothic 

3. Early New England Gothic Part 1 (Movie: "The Legend of Sleepy Hollow") 

4. Early New England Gothic Part 2 ("Young Goodman Brown" by Nathaniel Hawthorne) 

5. Southern Gothic Part 1 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

6. Southern Gothic Part 2 ("The Tell-Tale Heart" by Edgar Allan Poe) 

7. Turn-of-the-century Gothic Part 1 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

8. Turn-of-the-century Gothic Part 2 ("The Yellow Wallpaper" by Charlotte Perkins Gilman) 

9. Supernatural Gothic ("The Music of Erich Zann" by H.P. Lovecraft) 

10. Domestic & Psychological Gothic Part 1 ("The Man in the Woods" by Shirley Jackson) 

11. Domestic & Psychological Gothic Part 2 ("The Possibility of Evil" by Shirley Jackson)  

12. Science Fiction Gothic ("The Scythe" by Ray Bradbury) 

13. Lecture and discussion of current trends in Gothic Literature ("October in the Chair" by Neil Gaiman) 

14. Final review and discussion 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Reading 2 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This English-only class will offer class members practice in a variety of key reading skills and reading tasks to help increase 

confidence, speed and comprehension when dealing with texts in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Class members will be given the opportunity to read prose texts on a variety of topics and drawn from many different sources.  

Please note that the class schedule is provisional and may change as the class progresses. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Food 1 

Homework 

2. Food 2 

Homework 

3. Film 1 

Homework 

4. Film 2 

Homework 

5. Ecology 1 

Homework 

6. Ecology 2 

Homework 

7. Society 1 

Homework 

8. Society 2 

Homework 

9. The Diary 1 

Homework 

10. The Diary 2 

Homework 

11. Writers and Writing 1 

Homework 

12. Writers and Writing 2 

Homework 

13. Writers and Writing 3 

Homework 

14. Final in-class reading task. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Class members will be expected to come to class fully prepared in terms of familiarity with the assigned material and any 

assigned background research.  Homework must be handed in on time.  Three or more unexcused absences will result in a D 

grade. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation in classroom activities.(20%)/Homework(40%)/Final in-class reading task(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no textbook for this class.  Reading material will be distributed in the classroom. 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Canada and Global Issues 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE,LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The main objectives of this course will be to better students’ knowledge of specific challenges facing Canada today and of the 

main global issues, more broadly; to further improve the communicative skills of the class members; and to provide students 

with opportunities to conduct independent research and deliver presentations in English. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The instructor will choose specific topics and students will be expected to do readings and complete other thematic 

assignments. Students will be expected to engage in group discussions and come to class prepared. 

All students will deliver one 8-10 min presentation on a particular global issue and submit 2 essays.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction of the course: expectations and syllabus review.   

2. Challenges Canada is facing today.  

3. Global Issue 1: Immigration (1) 

Overview 

4. Immigration (2) 

Canadian context. integration vs. assimilation 

5. Immigration (3) 

Security issues and illegal migration 

6. Immigration (4) 

Situation in Japan 

7. Global Issue 2: Inequality (1) 

Overview 

8. Inequality (2) 

Canadian context: Canada as a welfare state 

9. Inequality(3) 

Possible solutions 

10. Canada - US relations (1) 

Common history and mutual dependence 

11. Canada - US relations (2) 

Divergent visions 

12. Presentations (1) 

13. Presentations (2) 

14. Presentations (3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Readings will be assigned for every class. Students will be expected to prepare for discussions at home. Students will also 

deliver a presentation at the end of the course and submit two short essays.  

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(30%)/Essay 1(10%)/Essay 2(15%)/In class discussions(25%)/Vocabulary quizes (2)(10%)/Attendance and 

participation(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sauve, V.. 2012. Gateway to Canada, 2nd ed.. Oxford University Press 

Other materials will be provided by the instructor. Students are responsible for bringing all required reading materials, including 
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textbook, to every class.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM054 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｄ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to American Short Fiction 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

By actively engaging in reading, writing, speaking and listening tasks that focus on short stories, students will increase their 

vocabularies and strengthen their abilities to speak and write about more complex things. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will feature opportunities for students to read and discuss some well-known American short stories. Students will also 

respond to literary texts through presentations, short writing assignments, or other forms of expression. These responses will 

solidify knowledge of vocabulary, sentence structure, and style along with the ability to use this knowledge. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; “The Third Level,” Jack Finney. A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

2. “The Third Level.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing 3 or 4, for presentation next class. 

3. “The Third Level.” Presentations. 

“All Summer in a Day,” Ray Bradbury: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

4. “All Summer in a Day.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class. 

5. “All Summer in a Day.” Presentations. 

“Désirée’s Baby,” Kate Chopin: A Preparing to read. 

Homework: B The story; C Understanding the story. 

6. “Désirée’s Baby.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing 1, 2, or 3, for presentation next class. 

7. “Désirée’s Baby.” Presentations.  

Homework: “A Visit to Grandmother,” William Melvin Kelley: B The story; C Understanding the story. 

Final essay assignment: choose one of the homework writing assignments from the next six weeks of class, and turn it 

into a properly formatted 3-page essay. 

8. “A Visit to Grandmother.” Check homework. D Thinking critically.  

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class. 

9. “A Visit to Grandmother.” Presentations. 

Homework: “To Soon a Woman,” Dorothy M. Johnson: B The story; C Understanding the story. 

10. “Too Soon a Woman.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Writing [choose one and write a paragraph], for presentation next class. 

11. “Too Soon a Woman.” Presentations. 

Homework: “Thicker Than Water,” Ralph Henry Barbour. B The story; C Understanding the story. 

12. “Thicker Than Water.” Check homework. D Thinking critically. 

Homework: Discussing the story [choose one and write a paragraph], for presentation next class. 

13. “Thicker Than Water.” Presentations.  

Homework: write final draft of final essay. 

14. review, final essay due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to read the stories and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Homework and participation in class activities(30%)/presentations(40%)/final essay(30%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. Judith Kay, Rosemary Gelshenen. 2012. <I>Discovering Fiction 2, A Reader of North American Short Stories</I>, 2nd edition. 

Cambridge (ISBN:9781107622142) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Students who are absent more than three times and/or are frequently late will not receive credit for the course. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM055 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｅ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<I>Harry Potter and the Chamber of Secrets</I> 

担当者名 

（Instructor） 
YAMAMOTO-WILSON,J.R 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

- To improve students' English level in all four skills (reading, writing, speaking and listening).  

- To promote interest in English-language input (books, films, etc.). 

- To gain familiarity with an English novel and film. 

- To work and speak in groups and make a class presentation 

 

授業の内容（Course Contents） 

- Students will read <I>Harry Potter and the Chamber of Secrets</I> for homework and discuss the content in class. 

- We will watch the movie, using a variety of viewing techniques, in class. 

- Students will conduct quizzes and other activities with their peers. 

- Students will work in groups to make a PowerPoint presentation. 

- There will be reaction papers and a term paper. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. - Introduction. Forming groups. Split watching and plenary video of opening scenes. 

- Homework: Read chapters 1 and 2. 

2. - Selected readings. Discussion of chapters 1 and 2. Video work. 

- Homework: Read chapters 3 and 4. 

3. - Selected readings. Discussion of chapters 3 and 4. Video work. 

- Homework: Read chapters 5 and 6. 

4. - Selected readings. Discussion of chapters 5 and 6. Video work. 

- Homework: Catch up on reading; compile quiz questions for chapters 1-6. 

5. - Class quiz on chapters 1-6. Video work. 

- Homework: Read chapters 7 and 8. 

6. - Selected readings. Discussion of chapters 7 and 8. Video work. 

- Homework: Read chapters 9 and 10. 

7. - Selected readings. Discussion of chapters 9 and 10. Video work. 

- Homework: Read chapters 11 and 12. 

8. - Selected readings. Discussion of chapters 11 and 12. Video work. 

- Homework: Catch up on reading; compile quiz questions for chapters 7-12. 

9. - Class quiz on chapters 7-12. Forming groups for PowerPoint presentations. 

- Homework: Read chapters 13 and 14. Start preparing PowerPoint presentations. 

10. - Selected readings. Discussion of chapters 13 and 14. Video work. 

- Homework: Read chapters 15 and 16. Continue preparing PowerPoint presentations.  

11. - Discussion of chapters 15 and 16. Video work. PowerPoint presentations start. 

- Homework: Read chapter 17. Start working on term paper. 

12. - Discussion of chapter 17. Video work. PowerPoint presentations continue. 

- Homework: Read chapter 18. Continue working on term paper. 

13. - Discussion of chapter 18. Video work. PowerPoint presentations end. 

- Homework: Continue working on term paper. Prepare quiz on the whole book. 

14. - Submit term paper. Grand quiz. End. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

- Reading <I>Harry Potter and the Chamber of Secrets</I>, in English as far as possible, but using translations, simplified 

versions and study guides as necessary. 

- Preparing quiz questions, a PowerPoint presentation and other occasional homework tasks. 

- Writing a term paper. 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/Participation(30%)/Classroom performance(20%)/Homework (setting quizzes, preparing 

PowerPoint, showing evidence of having read the book, etc.)(20%) 

The week-by-week programme is just a rough guide and may be altered to suit students' needs or the rhythm of the class. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. J.K. Rowling. 2014. <I>Harry Potter and the Chamber of Secrets</I>. Bloomsbury (ISBN:1408855666) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM056 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｆ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Two Stories Set in 1960s USA: <I>Doubt</I> and <I>The Help</I> 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on John Patrick Shanley's play and Kathryn Stockett's novel will be given.  <I>Doubt</I> is a problem 

play involving a popular priest who is suspected of but denies the allegation of being a pedophile.  It also describes self-

sacrificing nuns who are pitted against a male-dominated Church and its cover-up efforts.  <I>The Help</I> is concerned with 

the economic and social hardship of black maids in deep American South.  It is also a heartwarming story of female solidarity 

and empowerment.  Students are required to prepare the assigned reading, participate in discussions and write a short 

comment in each class.  An end-of-term essay about 350 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. <I>Doubt</I>  Abbreviation of this text will be indicated as "D". 

3. D 2 

4. D 3 

5. D 4 

6. D 5 

7. D 6 

8. D 7 

9. D 8 

10. <I>The Help</I>  Abbreviation of this text will be indicated as "TH". 

11. TH 2 

12. TH 3 

13. TH 4 

14. TH 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assigned reading preparation is necessary.  Film adaptations of the texts will be shown in the classroom, and review of the 

films outside of class is welcome. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/short comments(30%)/attendance and class participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. John Patrick Shanley. 2005. <I>Doubt</I>. Theatre Communications Group (ISBN:978-1559362764) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM057 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英語基礎演習 ２ｇ 

(Preliminary English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Comparing Modern English and American Literatures 

担当者名 

（Instructor） 
ランダオ，Ｓ．(LANDAU SAMANTHA HOPE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2411 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course will have two goals: 1) to introduce students to the study of comparative literature and 2) to read various literary 

works written in English and compare them. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this class, students will develop their understanding of comparing texts and of comparative literature. Discussion topics will 

include, but will not be limited to, gender issues, class conflict, and racial/ethnic conflict. The first half of the class will be 

devoted to American literature, and the second will be devoted to British literature; students will be asked to draw comparisons 

between specific stories as well as the characters and the situations in the stories. They may also make comparisons between 

the authors that wrote the stories. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course introduction; lecture on methods of comparing literature 

2. "Hills Like White Elephants" (Ernest Hemingway) 

3. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 1 

4. "The Chrysanthemums" (John Steinbeck) Part 2 

5. "What a Thought" (Shirley Jackson) 

6. "Yellow Woman" (Leslie Marmon Silko) 

7. "The Return of the Thin White Duke" (Neil Gaiman) 

8. "The Dead" (James Joyce) Part 1 

9. "The Dead" (James Joyce) Part 2 

10. "The Birds" (Daphne du Maurier) Part 1 

11. "The Birds" (Daphne du Maurier) Part 2 

12. "Lamb to the Slaughter" (Roald Dahl) 

13. "The Rain Horse" (Ted Hughes) 

14. Final review and discussion  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Homework assignments and readings must be completed before each class.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Midterm Report(40%)/Active class participation(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

Materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ａ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
1920～1930 年代のアメリカ文学を読む 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 由梨(SAKUMA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) 文学作品をじっくりと精読する力を身につける 

(2) 各作品の文体、語り、視点、テーマの違いなどを分析することができる 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1920～1930 年代に発表された Ernest Hemingway, Dorothy West, F. Scott Fitzgerald, Langston Hughes の短編を読みます。各

作品がどのように時代を映しだしているのか、人種、ジェンダー、セクシュアリティといった観点も含めて分析します。 

 毎回数名を指名し音読と翻訳を行うため、予習が必須です。小テストを 2 回行い、読解範囲の復習・定着をはかります。学期の

最期には授業で扱かっていない英文を元に実力テストを行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 時代背景の説明など 

2. Ernest Hemingway (1) 

3. Ernest Hemingway (2) 

4. Ernest Hemingway (3) 

5. Dorothy West (1) 

6. Dorothy West (2) 

7. Dorothy West (3) 

8. F. Scott Fitzgerald (1) 

9. F. Scott Fitzgerald (2) 

10. F. Scott Fitzgerald (3) 

11. Langston Hughes (1) 

12. Langston Hughes (2) 

13. 学期末テスト 

14. Langston Hughes (3) 

学期末テストの返却・講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された箇所を辞書を使って丁寧に予習し、どこが当たっても翻訳できるようにしてきてください 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と準備状況(40%)/小テスト(40%)/学期末テスト(20%) 

授業の進度に応じて、小テスト日程を指定し、計２回実施します 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｂ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英国短編小説を楽しむ 

担当者名 

（Instructor） 
工藤 紅(KUDO BENI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀～20 世紀に書かれた、3 篇の英国の短編小説を深く味わいましょう。精読することで、文学作品を分析する上で必要な知

識と英語力を培います。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回適当な分量をあらかじめ指定し、授業自体は輪読形式を基礎とします。常に全員参加型で、当番制ではありません。音読と

日本語訳をした上で、必要に応じてディスカッションを行います。また、授業時間内で読み進んできた英文テクストのレヴューとな

るような小テストを 3 度実施します。最終授業時には、授業時間には取り上げなかった英文を用いて、読解力を測る筆記テストを

行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業説明 

2. Thomas Hardyの短編小説を読む（１） 

3. Thomas Hardyの短編小説を読む（２） 

4. Thomas Hardyの短編小説を読む（３） 

5. 小テスト（１）とまとめ 

6. Graham Greene の短編小説を読む（１） 

7. Graham Greene の短編小説を読む（２） 

8. Graham Greene の短編小説を読む（３） 

9. 小テスト（２）とまとめ 

10. Katherine Mansfieldの短編小説を読む（１） 

11. Katherine Mansfieldの短編小説を読む（２） 

12. Katharine Mansfield の短編小説を読む（３） 

13. 小テスト（3）とまとめ 

14. 筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日読むことになっているパートは、全員がしっかりと読んできてください。意味を調べるだけでなく、作者の手法や登場人物の

心情なども自分なりに説明できるよう、準備してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト３回(40%)/授業準備と毎回のコメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｃ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ短編小説の精読 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしい英語で書かれた文学作品を読み、英米文学をより深く理解するための基礎作りをする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短編小説を４作品読む。本演習は、授業中の指名によって輪読形式で進めるが、毎回、受講者全員に少なくとも一度

は発言を促すので、予習を怠らないこと。予習の際には、英語を読むことだけで満足せずに、一文一文が作品において持つ意味

も考えてくること。 

 

各作品を読み終えるごとに、理解度を測るための小テストを行う。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文を用いた

期末テストを行い、一般的な英語読解能力の向上度合いを測る。 クラス全員がいつ指名されても良いように、一文一文の意味を

しっかり把握した上で授業に臨むこと。不明な点がある場合にはどこが解らないのかをはっきりさせておくこと。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明 

2. Truman Capote, “Miriam” (1) 

3. Truman Capote, “Miriam” (2) 

4. 小テスト 

5. William Saroyan, “The Pomegranate Trees” (1) 

6. William Saroyan, “The Pomegranate Trees” (2) 

7. 小テスト 

8. Flannery O’Connor, “Good Country People” (1) 

9. Flannery O’Connor, “Good Country People” (2) 

10. Flannery O’Connor, “Good Country People” (3) 

11. Flannery O’Connor, “Good Country People” (4) 

12. 小テスト 

13. Paul Bowles, “A Distant Episode” 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、授業で読む範囲を読み、わからない単語があれば全てしっかりと辞書を引いて予習してくること。また、授業で扱った英文

の読解について、語彙や文法項目などを復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業内のパフォーマンス(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内でプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については適宜授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進捗状況により、予定を変更する可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM064 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｄ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更後】 

「おとぎ話」と社会批判：<I>Animal Farm</I>を読む 

【変更以前の記載内容】 

寓話を通じた社会批判と思考実験：<I>Animal Farm</I>と<I>Lord of the Flies</I>を読む 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 6 月 25 日付 以下の項目について変更 

変更理由：授業内容等の変更 

【テーマ】【授業の目標】【授業の内容】【授業計画】【授業時間外の学習】【テキスト】 

※変更内容の詳細は各項目の本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

より広い語彙形成、英文構造の理解の徹底を図ることを目標に、短めのイギリス小説を訳読していき、今後の学習・研究の基礎

となる英文読解力を養う。 

 

【変更以前の記載内容】 

社会権力の風刺がテーマのイギリス小説２作品を精読することで、カリキュラム・マップに示された「文学を読む悦び」を知り、「今

後の学習・研究の基礎となる読解力」を養う。具体的には、テクストのより深い読解と分析、ならびにテクストに基づいた論理的な

議論・レポート作成を実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

George Orwell の<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (1945) では、ロシア革命からスターリンの全体主義にいたる過程における権

力の腐敗が、寓話（アレゴリー）という形式で風刺されている。本小説は動物が「話す」物語なので、一見すると児童文学のように

思える。しかし、シンプルな一つ一つの英文から読み取ることができる政治・歴史・社会的事項は多岐にわたり、深い議論を誘う。

本演習では Animal Farmが、アレゴリーという表現技法を通じた、社会批判、あるいは思考実験（“What if?”）であることを頭に入

れた上で、丁寧に訳読しながら細かな表現技法を吟味していく。 

授業方法：発表者を事前に決めない、全員参加方式となる。訳読する箇所を授業中に指示し、ランダムに指名しながら読み進め

ていく。学期中２回、それまで学び、議論したことの確認として、小テストがある。また、最終日には授業で取り上げなかった英文

を用いた、読解力を測るための筆記テストがある。 

 

【変更以前の記載内容】 

「怪物と闘う者は、その過程で自らが怪物と化さぬよう心せよ」（ニーチェ） 

「権力は腐敗する。絶対権力は絶対に腐敗する」（アクトン卿） 

George Orwell の<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (1945) では、ロシア革命からスターリンの全体主義にいたる過程における権

力の腐敗が、寓話（アレゴリー）という形式で風刺されている。一方、William Golding の<I>Lord of the Flies</I> (1954) は世界大

戦という大規模な残虐行為に対する風刺であり、<I>Animal Farm</I>と比較するとより写実的な設定ではあるものの、人が内に秘

める権力欲とそれに伴う悪をあらわにする寓話として読むことができる。したがって、両作品に共通する点としては、アレゴリーと

いう表現技法を通じた、社会批判、また、社会の統治方法に関する思考実験（“What if?”）の２点といえる。２作品とも比較的シン

プルな英文で書かれているが、本演習ではプロットを理解することだけでなく、表現技法や各メタファーが意味するものなどを分析

していく。 

授業方法：発表者は事前に決めない、全員参加方式となる。各授業の該当部分を５人程度のグループでまず議論した後、議論

の結果を他のグループとシェアし、討論する。学期中２回、それまで学び、議論したことの確認として、小テストがある。また、最終

日には授業で取り上げなかった英文を用いた、読解力を測るための筆記テストがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 【変更後】Chapter 1 

【変更以前の記載内容】<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (1) 

3. 【変更後】Chapter 2 

【変更以前の記載内容】<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (2) 

4. 【変更後】Chapter 3 

【変更以前の記載内容】<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (3) 

5. 【変更後】Chapter 4 

【変更以前の記載内容】<I>Animal Farm: A Fairy Story</I> (4) ・小テスト 
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6. 【変更後】Chapter 5 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (1) 

7. 【変更後】小テスト、これまでの復習 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (2) 

8. 【変更後】Chapter 6 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (3) 

9. 【変更後】Chapter 7 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (4) 

10. 【変更後】Chapter 8 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (5) 

11. 【変更後】Chapter 9 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (6) 

12. 【変更後】Chapter 10 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (7) 

13. 【変更後】小テスト、これまでの復習 

【変更以前の記載内容】<I>Lord of the Flies</I> (8)・小テスト 

14. 学期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要だと思ったポイントを調べ、

記録しておくこと。授業中に当てられた場合に訳すことができるように準備しておく必要がある。小テストの内容は授業の確認とな

るので、議論にあがった一つ一つのポイントをじっくり聞き、ノートに記録しておく（active listening）ことが重要となる。 

【変更以前の記載内容】 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要だと思ったポイントを記録し

ておくこと。ペアやグループでの議論が毎回あるので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。小テストの内容は授業の確認

となるので、議論にあがった一つ一つのポイントをじっくり聞き、ノートに記録しておく（active listening）ことが重要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の予習・議論への参加(40%)/小テスト(40%)/学期末筆記テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. George Orwell. 2008. <I>Animal Farm: A Fairy Story(Penguin Essentials)</I>. Penguin Books (ISBN:9780141036137) 

2018 年 8 月 30 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

 

【変更以前の記載内容】 

1.George Orwell <I>Animal Farm: A Fairy Story</I> Penguin Books （1987） ISBN978-0140278736 

2.William Goldling   <I>Lord of the Files</I>  

 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM065 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｅ 

(Introductory Seminars B2) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 文学研究に必要な語彙力と英文構造の理解力を養うため，いくつかの短編作品を精読し，深く味わう訓練を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 短編小説合計 4 本を全員で精読する。正確に読み，書く能力は，人文科学を志す学生が大学の 4 年間で達成すべき最低限の

課題である。高校時代の「長文読解」とは違う，思考の初動としての精読能力を身に付ける。  

 授業の進め方としては，毎回数人ずつの学生に適当な分量を音読・翻訳してもらい，かつ担当教員の文法に関する質問に答え

てもらう。できるだけ、内容に関するディスカッションも行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 短編小説（１）講読、小テスト 

3. 短編小説（１）講読 

4. 短編小説（１）講読 

5. 短編小説（２）講読、小テスト 

6. 短編小説（２）講読 

7. 短編小説（２）講読 

8. 短編小説（３）講読、小テスト 

9. 短編小説（３）講読 

10. 短編小説（３）講読 

11. 短編小説（４）講読、小テスト 

12. 短編小説（４）講読 

13. 短編小説（４）講読 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各自の予習に基づいてクラスを進める。毎回なるべく多くの者に訳語の検討をしてもらうので，いつ当たってもいいように，必ず

予習をして授業に参加すること。また，各テクストを読み始める最初のクラスにおいて単語や内容に関する小テストを行い，受講

生の準備状況を確認する（合計 4 回）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/小テスト(40%)/授業におけるパフォーマンス(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 予習には、必ず大学の図書館オンラインデータベースにある OED, KOD を使用すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM066 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｆ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ポストコロニアル文学 (短編) を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ポストコロニアル文学――いわゆる「先進国」 (この授業ではイギリスに特化する) によって植民地化・支配を受けた地域にルー

ツを持つ作家が、政治・歴史・経済と個人の自由の関わりを中核として、脱植民地化のヴィジョンを探ろうとする文学 ――の短編

を 3 つ精読する。それにより、文学の言葉を読解するための語学力を養うとともに、現代英語文学への視座を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短編小説を３作品読む。毎回適当な分量を丁寧に訳読していく。あらかじめ担当者は決めず、輪読形式で授業を進める (つまり、

いつ当たるかは分からないので、全員の毎回の予習が必須)。 

 

各作品を読み終えるごとに、理解度を測るためのミニテストを行う。また、最終授業時には、授業で取り上げていない英文を用い

た期末テストを行い、一般的な英語読解能力の向上度合いを測る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Chinua Achebe, "Sugar Baby" の精読 (1) 

3. Chinua Achebe, "Sugar Baby" の精読 (2) 

4. Chinua Achebe, "Sugar Baby" の精読 (3) 

5. Chinua Achebe, "Sugar Baby" の精読 (4) とミニテスト 

6. Romesh Gunesekera, "Batik"の精読 (1) 

7. Romesh Gunesekera, "Batik"の精読 (2) 

8. Romesh Gunesekera, "Batik"の精読 (3) 

9. Romesh Gunesekera, "Batik"の精読 (4) とミニテスト 

10. Chimamanda Ngozi Adicie, "The American Embassy"の精読 (1) 

11. Chimamanda Ngozi Adicie, "The American Embassy"の精読 (2) 

12. Chimamanda Ngozi Adicie, "The American Embassy"の精読 (3) 

13. Chimamanda Ngozi Adicie, "The American Embassy"の精読 (4) とミニテスト 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

クラス全員がいつ指名されても良いように、一文一文の意味をしっかり把握した上で授業に臨むこと。そのために、丹念に辞書を

引いての予習が欠かせない。 

 

辞書の助けを借りても意味の取りにくい箇所は、ほとんどの参加者にとって大なり小なり存在するだろう。そうした箇所について

も、どの表現のどの部分が分からないので意味が取りにくいのかをはっきりさせておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への積極的取り組み(40%)/小テスト計(40%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

辞書（電子辞書等でもよい）をかならず持参して下さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM067 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｂ２ｇ 

(Introductory Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカの短編小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしい英語で書かれたアメリカ文学作品を読み、文学作品を読解する基礎づくりをする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの短編作品を精読する。毎回ランダムに指名して訳読してもらうので、いつ当てられても大丈夫なよう、辞書を使った綿密

な予習が求められる。短編を一つ読み終えるごとに小テストを行う。また、学期末テストでは、授業で扱っていない英文を用いて

読解力を測る。扱う作家は、Raymond Carver、Tim O'Brien などを予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. アメリカ短編小説精読⑴ 

3. アメリカ短編小説精読⑵ 

4. アメリカ短編小説精読⑶ 

5. アメリカ短編小説精読⑷、小テスト⑴ 

6. アメリカ短編小説精読⑸ 

7. アメリカ短編小説精読⑹ 

8. アメリカ短編小説精読⑺ 

9. アメリカ短編小説精読⑻、小テスト⑵ 

10. アメリカ短編小説精読⑼ 

11. アメリカ短編小説精読⑽ 

12. アメリカ短編小説精読(11) 

13. アメリカ短編小説精読(12)、小テスト⑶ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

辞書を用いて綿密な予習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/準備状況(40%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

すべてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 諏訪部浩一編著、2013、『アメリカ文学入門』、三修社 (ISBN:4384057482) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 １ 

(Introductory Lectures 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代英語の諸相を通してその特質を探る 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語の特質を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代英語の諸相と英語学術語を解説する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代英語の特質 

2. 世界共通言語としての英語 

3. 多くの類義語と多文化性 

4. 綴りと発音のずれ１ 

5. 綴りと発音のずれ２ 

6. 綴りと発音のずれ３ 

7. 口語英語の特質 

8. 文法の単純化 

9. 聖書と英語の変遷 

10. 語彙の豊かさ 

11. 英語の中のケルト 

12. 現代英語と語源 

13. 英語の歴史 

14. 英米人の名前と多民族性 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

現代英語の成立に影響した様々な文化的・社会的事象に関する研究書を調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(40%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは最初の授業時に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh & T.Cable. 2013. <I>A History of the English Language</I>. Routledge 

参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門講義 ２ 

(Introductory Lectures 2) 

担当者名 

（Instructor） 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英文学と米文学それぞれの重要作家や課題を紹介しながら、英米文学専修における学びの可能性を明らかにし、2 年次以降の

学習への基礎を形作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は岩田が英文学、後半は舌津が米文学の重要な主題について、授業計画に挙げた順序で講義する。できるだけ実

際の作品に触れるように努め、詩の朗読や代表作の映画化作品なども活用する。理解度を確かめるために、授業内に数回小テ

ストを実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内（岩田と舌津が共同で担当） 

2. シェイクスピアと近代英語 

3. 近代的自我と小説の勃興――『ロビンソン・クルーソー』 

4. 古典主義とロマン主義――ポウプとワーズワス 

5. 言語の実験性――ジョイスとベケット 

6. 人種とジェンダー――『ジェイン・エア』と『広きサルガッソー海』 

7. 越境する世界と「英」文学――クッツェーとイシグロ （以上岩田担当） 

8. 宗教と愛――『人間喜劇』 

9. 真実と虚構――『欲望という名の電車』 

10. 若さと反逆――『路上』 

11. 反復と逸脱――『ロリータ』 

12. 人種とジェンダー――『青い眼がほしい』 

13. 暴力と恐怖――『キャリー』 （以上舌津担当） 

14. 学期末試験（英米共同） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントの中身を復習し、授業中に言及された文献等を参照すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/小テスト(40%) 

英米共同の学期末試験（６０％）、小テスト（４０％）の配分で、それぞれの担当者が個別に出した評価を合算して評価を行なう。４

回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内小テストの際に代理回答その他の不正が発覚した場合には単位取得が不可能になる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１ 

(Seminars B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
讃歌を読む１ 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼年期の素朴さ、青春の恋、結婚、出産、老いから季節、風景など、大から小まで、人生のさまざまな局面を称える英米詩の讃歌

のアンソロジーを教科書として、何かを寿ぐ気持ちが英米人とわれわれで違っているかどうか比較しつつ、自分にとって最も印象

的な讃歌を探り出す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BBC ラジオ番組の讃歌を集めた詞華集の前半から毎回１，２篇を選んで読み、人生の様々な段階と世界の諸相が詩の中でどの

ように描かれているかを探りながら、われわれ自身の過去、現在、未来についても考える。日本で紹介されていない詩も多く、毎

回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、そ

れを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-5 回程度

の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 讃歌の読解 1 

3. 讃歌の読解 2 

4. 讃歌の読解 3 

5. 讃歌の読解 4 

6. 讃歌の読解 5 

7. 讃歌の読解 6 

8. 讃歌の読解 7 

9. 讃歌の読解 8 

10. 讃歌の読解 9 

11. 讃歌の読解 10 

12. 讃歌の読解 11 

13. 讃歌の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

<I>The Nation's Favourite Poems of Celebration</I> (BBC,2002)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２ 

(Seminars B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
讃歌を読む２ 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM101 

 

授業の目標（Course Objectives） 

幼年期の素朴さ、青春の恋、結婚、出産、老いから季節、風景など、大から小まで、人生のさまざまな局面を称える英米詩の讃歌

のアンソロジーを教科書として、何かを寿ぐ気持ちが英米人とわれわれで違っているかどうか比較しつつ、自分にとって最も印象

的な讃歌を探り出す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

BBC ラジオ番組の讃歌を集めた詞華集の後半から毎回１，２篇を選んで読み、人生の様々な段階と世界の諸相が詩の中でどの

ように描かれているかを探りながら、われわれ自身の過去、現在、未来についても考える。日本で紹介されていない詩も多く、毎

回自力での格闘が必要とされる。一つの詩を必ず複数の担当者に予め当てて、配付資料を準備してそれぞれ発表してもらい、そ

れを糸口にして参加者全員で活発な討論を行なう。学期中の発表担当回数は参加人数によって多少変わるが、一人 3-5 回程度

の予定。最初の時間に詳しい授業計画表を配布。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介 

2. 讃歌の読解 1 

3. 讃歌の読解 2 

4. 讃歌の読解 3 

5. 讃歌の読解 4 

6. 讃歌の読解 5 

7. 讃歌の読解 6 

8. 讃歌の読解 7 

9. 讃歌の読解 8 

10. 讃歌の読解 9 

11. 讃歌の読解 10 

12. 讃歌の読解 11 

13. 讃歌の読解 12 

14. まとめと期末レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに授業などで読んだ英詩を再読しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当時の発表内容(40%)/発表担当時以外の授業での発言(20%) 

4 回以上の欠席は不可。 

 

テキスト（Textbooks） 

<I>The Nation's Favourite Poems of Celebration</I> (BBC,2002)は絶版のため、扱う英詩のプリントアウトを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

教室で必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習なので勤勉な参加が求められる。欠席する場合はメールで必ず事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ３ 

(Seminars B3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピアの『ハムレット』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. シェイクスピアの代表的な悲劇『ハムレット』を精読し、初期近代英語を読む力をつける。 

2. 初期近代イングランド演劇について、基本的な知識を身につける。 

3. 文学作品を深く読み込み、それを批評的に議論する発信力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによる悲劇の中でも特に有名な『ハムレット』の原文を、演習形式でじっくりと精読する。毎回、担当者による発表を

行うとともに、受講者全員で作品を読み進めながら作品の歴史的・文化的背景を学び、「愛と復讐」「自我とは何か」「政治と陰謀」

「家族のありよう」といった作品のテーマについて、ディスカッションをする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. シェイクスピア時代の英語についての基礎演習 

3. 発表とディスカッション（1） 

4. 発表とディスカッション（2） 

5. 発表とディスカッション（3） 

6. 発表とディスカッション（4） 

7. 発表とディスカッション（5） 

8. 発表とディスカッション（6） 

9. 発表とディスカッション（7） 

10. 発表とディスカッション（8） 

11. 発表とディスカッション（9） 

12. 発表とディスカッション（10） 

13. 発表とディスカッション（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は、担当箇所の議論のポイントをまとめた資料を準備する（詳しくは授業時間に指示する）。また、受講者全員が、毎回、

該当箇所の英文について、予習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席、発表および授業貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／高橋康成・河合祥一郎編注. <I>Hamlet</I>. 大修館書店 (469-14252-2) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ４ 

(Seminars B4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代文学における『ハムレット』の系譜 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM103 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演やアダプテーションを含め、『ハムレット』に着想を得た現代演劇作品を読みながら、『ハムレット』という作品が提示する問題

の現代性を多角的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『ハムレット』のアダプテーションの実例や、『ハムレット』に着想を得た現代演劇作品を読みかつ鑑賞し、グループ・ディスカッショ

ンを中心に、『ハムレット』が持つ現代性について考察していく。こうした議論の積み上げの上に、最終的には、各グループが自分

たちの解釈を反映させた『ハムレット』を実際に上演する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. トム・ストッパード『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』（1） 

3. トム・ストッパード『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』（2） 

4. トム・ストッパード『ローゼンクランツとギルデンスターンは死んだ』（3） 

5. ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』（1） 

6. ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』（2） 

7. ハイナー・ミュラー『ハムレットマシーン』（3） 

8. グレゴリー・ドーラン演出『ハムレット』（2009） 

9. 蜷川幸雄演出『ハムレット』（2015） 

10. リハーサル（1） 

11. リハーサル（2） 

12. 上演発表会（1） 

13. 上演発表会（2） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではグループ・ディスカッションを重視するため、予習として全員が、取り扱う作品に関する資料や関連する作品の情報を調

べるなど、自分の意見を述べる準備をして、授業に出るようにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時における貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／高橋康成・河合祥一郎編注. <I>Hamlet</I>. 大修館書店 (ISBN:4-469-14252-2) 

『ハムレット』以外の作品については、教員が授業時にプリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ５ 

(Seminars B5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カズオ・イシグロ <I>The Remains of the Day </I>演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説家・2017 年度のノーベル文学賞受賞者 Kazuo Ishiguro (1954-) の代表作のひとつ <I>The Remains of the 

Day</I> (1989) の精読・分析を通じて、この作品において人間の世界観形成と自己欺瞞がいかに表象されているかを考察する。

また、英文テクスト読解の技術を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分け、各セクションのキーとなる場面を指定して、主にその場面の読解に集中する。 

 

初回の授業で「発表者グループ」「翻訳グループ」「コメントグループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 他の人たちが英文の解釈をつまずきそうな箇所の

語釈 (3) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や固有名詞などについて] (4) 担当箇所の内容分析 をプリントにまと

め、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表

を行なう。 

 

コメントグループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検

討する) を複数個考えておく。授業では、発表者グループの発表にコメントグループの全員がコメントしたのち、作品理解のため

の質問をコメントグループからクラスに発表する。クラスでは数人ずつのグループに分かれて質問に対するディスカッションを行な

い、グループごとに質問への答えを発表してもらう。 

 

翻訳グループ――担当範囲から興味深い箇所 (日本語訳で 800 字程度の量) を選び、個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、

できるだけ質の良い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に

提出のこと。なお、翻訳が既に存在する作品も、既訳は参照しないのをルールとする (こっそり参照しても、教員にはだいたい分

かります)。 

 

毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーとして短い所感を書いてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. <I>The Remains of the Day</I>. Faber and Faber (ISBN:0571258247) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ６ 

(Seminars B6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
カズオ・イシグロ <I>Never Let Me Go</I> 演習 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM105 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの小説家・2017 年度のノーベル文学賞受賞者 Kazuo Ishiguro (1954-) の代表作のひとつ <I>Never Let Me Go</I> 

(2005) の精読・分析を通じて、この作品におけるディストピア的主題の提示手法・ディストピア状況のもとにおける人物の世界観

形成の問題を考察する。また、英文テクスト読解の技術を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

長い小説なので、全体を 12セクションに分け、各セクションのキーとなる場面を指定して、主にその場面の読解に集中する。 

 

初回の授業で「発表者グループ」「翻訳グループ」「コメントグループ」のサイクルを割り当てる。それぞれの仕事は、以下の通り。 

 

発表者グループ――グループ全員で協力して、(1) 担当箇所のあらすじ (2) 他の人たちが英文の解釈をつまずきそうな箇所の

語釈 (3) 作品理解を促進する注解 [文化的・歴史的状況や固有名詞などについて] (4) 担当箇所の内容分析 をプリントにまと

め、コメントグループと教員には事前に手渡すかメール送信しておく。他の人々にはプリントを授業時に配布し、それをもとに発表

を行なう。 

 

コメントグループ――発表者グループから受け取ったプリントをあらかじめ読んでおき、作品理解のための質問 (クラス全員で検

討する) を複数個考えておく。授業では、発表者グループの発表にコメントグループの全員がコメントしたのち、作品理解のため

の質問をコメントグループからクラスに発表する。クラスでは数人ずつのグループに分かれて質問に対するディスカッションを行な

い、グループごとに質問への答えを発表してもらう。 

 

翻訳グループ――担当範囲から興味深い箇所 (日本語訳で 800 字程度の量) を選び、個々人の翻訳を持ち寄って比較検討し、

できるだけ質の良い訳文に統一してくる。授業で教員が添削とコメントを行なうので、訳文は授業の 3 日前までにメールで教員に

提出のこと。なお、翻訳が既に存在する作品も、既訳は参照しないのをルールとする (こっそり参照しても、教員にはだいたい分

かります)。 

 

毎回の授業の最後に、レスポンスペーパーとして短い所感を書いてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講読第 1 回 

3. 講読第 2 回 

4. 講読第 3 回 

5. 講読第 4 回 

6. 講読第 5 回 

7. 講読第 6 回 

8. 講読第 7 回 

9. 講読第 8 回 

10. 講読第 9 回 

11. 講読第 10 回 

12. 講読第 11 回 

13. 講読第 12 回 

14. まとめのディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

上記の 3 グルーブ担当者以外の学生にも発言を求めることがあるので、単語・発音・文意などについて丹念に下調べをしておく。 

 

毎回の内容を自分なりに整理し、次回のディスカッションに備える。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/レスポンスペーパー(30%)/授業への積極的貢献(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Kazuo Ishiguro. <I>Never Let Me Go</I>. Faber and Faber (ISBN:0571258093) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ７ 

(Seminars B7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
American Post-WWII Fiction: Jack Kerouac, <I>On the Road</I> (1957) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learning how to critically interpret the American post-WWII novel and write a coherent literary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Jack Kerouac’s seminal novel, <I>On the Road</I> (1957), is perhaps the most important work of American fiction to arrive 

upon the scene during the post-WWII period. It not only informed an entire generation about the social, cultural, and spiritual 

transformations going in America at the time. It also forged a path for the era of postmodern expression that was to come later 

in the century. As an aspect of American culture, Kerouac’s <I>On the Road</I> is not only a map of the American psyche, it is 

an exploration of the American way of life and death, a journey into the heights/depths of the “Beat Generation” (1945-1960), 

and a quest narrative that defies precise definition. Indeed, Kerouac’s <I>On the Road</I> is essential reading for any student 

that truly desires a glimpse into the dark heart of American literary culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. -Week 1: Course syllabus, class rules, and general introduction 

Reading: Introduction to analysis of Beat Literature and Poetry, "Part One'" 

2. -Week 2: Reading: Introduction to analysis of 'Beat Literature and Poetry 

Reading:  "Part Two" 

3. -Week 3: Reading: Introduction to analysis of 'Beat Literature and Poetry 

Reading: "Part Three" 

4. -Week 4: <I>On the Road</I> 

Reading: 1.1 

5. -Week 5: <I>On the Road</I> 

Reading: 1.2 

6. -Week 6: <I>On the Road</I> 

Reading: 2.1 

7. -Week 7: <I>On the Road</I> 

Reading: 2.2 

8. -Week 8: <I>On the Road</I> 

Reading: 3.1 

9. -Week 9: <I>On the Road</I> 

Reading: 3.2 

10. -Week 10: <I>On the Road</I> 

Reading: 4.1 

11. -Week 11: <I>On the Road</I> 

Reading: 4.2 

12. -Week 12: <I>On the Road</I> 

Reading: 5.1 

13. -Week 13: <I>On the Road</I> 

Reading: 5.2 

14. -Week 14: Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Reading assignments every week and research for the final report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance, weekly assignments, and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. Jack,  Kerouac. 2000. <I>On the Road</I>. Penguin (ISBN:978-0141182674) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ８ 

(Seminars B8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
American Post-WWII Fiction (2): Bob Dylan, Political Protest and Postmodern Poetry 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM107 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learning how to critically interpret the American post-WWII "protest-song" and write a coherent literary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In his acceptance speech for the 2016 Nobel Prize, Bob Dylan states, "When I first received this Nobel Prize for Literature, I 

got to wondering exactly how my songs related to literature. I wanted to reflect on it and see where the connection was." In 

this course, we will be going through a similar synthesis of literary analysis and musicological investigation. By reading and 

listening to a selection of Dylan's writings and recordings, this course will consider the literary and cultural importance of one of 

America's most distinctive voices. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Week One: 

Introduction to the Writing and Music of Bob Dylan 

2. Week Two: 

Reading: <I>Chronicles, Volume One</I>  

3. Week Three: 

Reading: <I>Tarantula</I>  

4. Week Four: 

Reading/Listening: <I>Bob Dylan</I> 

5. Week Five: 

Reading/Listening: <I>The Freewheeling' Bob Dylan</I> 

6. Week Six: 

Reading/Listening: <I>The Times They Are A-Changin'</I> 

7. Week Seven: 

Reading/Listening: <I>Another Side of Bob Dylan</I> 

8. Week Eight: 

Reading/Listening: <I>Bringing It All Back Home</I> 

9. Week Nine: 

Reading/Listening: <I>Highway 61 Revisited</I> 

10. Week Ten: 

Reading/Listening: <I>Blonde on Blonde</I> 

11. Week Eleven: 

Reading/Listening: <I>The Basement Tapes</I> 

12. Week Twelve: 

Reading/Listening: <I>Blood on the Tracks</I> 

13. Week Thirteen: 

Reading/Listening: <I>Desire</I> 

14. Week Fourteen: 

Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Reading assignments every week and research for the final report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/Attendance, weekly assignments, and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bob Dylan. 2016. <I>The Lyrics 1961-2012</I>. Simon and Schuster (ISBN:978-1-4516-4876-8) 
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参考文献（Readings） 

1. Bob Dylan. 2016. <I>The Lyrics 1961-2012</I>. Simon and Schuster (ISBN:978-1-4516-4876-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Complete reading schedules will be provided in the first week of the semester. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ９ 

(Seminars B9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人主義研究（１） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学・文化の特徴として「個人主義 (individualism)」というものがある。ひとりの個人に信を置き、人に頼らずに自分自身

の力で物事をなすことをよしとする価値観である。個人主義においては、生まれや血筋に関係なく、自分の能力と努力さえあれば

成功できるとされる。階級社会のイギリスから独立して国となったアメリカには、まさに個人主義が似つかわしい。 

 

本演習では、さまざまな 19 世紀アメリカ文学作品の読解を通じ、個人主義をめぐる諸問題について考察する。そもそも個人主義

とは何か？ 個人主義は肯定的な価値しか持たないのか？ 個人主義と共同体は対立するのか？ 個人主義はアメリカ特有の

価値観なのか？ 学期の終わりには、こうした諸問題について自分なりの答えを見つけて欲しい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Ralph Waldo Emerson, "Self-Reliance" 

3. Henry David Thoreau, Walden 抜粋 

4. Nathaniel Hawthorne, "Wakefield" 

5. Nathaniel Hawthorne, "Wakefield" 

6. Mary Wilkins Freeman, "A New England Nun" 

7. Mary Wilkins Freeman, "A New England Nun" 

8. <I>Into the Wild</I> 鑑賞 

9. Herman Melville, "Bartleby" 

10. Herman Melville, "Bartleby" 

11. Herman Melville, "Bartleby" 

12. Walt Whitman, "Song of Myself"  

13. Walt Whitman, "Song of Myself"  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表、ディスカッションへの貢献度、コメントシート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

すべてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１０ 

(Seminars B10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学における個人主義研究（２） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM109 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカ文学・文化の特徴として「個人主義 (individualism)」というものがある。ひとりの個人に信を置き、人に頼らずに自分自身

の力で物事をなすことをよしとする価値観である。個人主義においては、生まれや血筋に関係なく、自分の能力と努力さえあれば

成功できるとされる。階級社会のイギリスから独立して国となったアメリカには、まさに個人主義が似つかわしい。 

 

本演習では、Nathaniel Hawthorne の代表的長編 <I>The Scarlet Letter</I> (1850) を読解し、個人主義をめぐる諸問題につい

て考察する。そもそも個人主義とは何か？ 個人主義は肯定的な価値しか持たないのか？ 個人主義と共同体は対立するの

か？ 個人主義はアメリカ特有の価値観なのか？ 学期の終わりには、こうした諸問題について自分なりの答えを見つけて欲し

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

3. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

4. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

5. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

6. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

7. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

8. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

9. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

10. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

11. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

12. <I>The Scarlet Letter</I> 読解 

13. レポート作成講座 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

学生主体のディスカッションが授業の中心となるので、毎回の授業準備を怠らないこと。積極的に発言する姿勢が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表、ディスカッションへの貢献度、コメントシート(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Nathaniel Hawthorne. 2009. <I>The Scarlet Letter</I>. Oxford University Press (ISBN:0199537801) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１１ 

(Seminars B11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
無垢・子供・アメリカ文学 １ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の長編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 春学期のセクションでは、Carson McCullers, <I>The Member of the Wedding</I> (1946) に取り組む。この小説は、第二次大戦

後に超大国としての地位を盤石にし、豊かさを謳歌した合衆国において創作された。思春期の子供の主観性から、人間の絆、家

族、親密性といった問題をあぶり出した本作品固有の意義を考えながら、無垢・個人・孤独という形象の意味を概念的に把捉す

る。また、本作については近年興味深い翻訳が出版されている。そのことに鑑み、翻訳という問題についても考察を広げたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・発表分担 

2. 時代背景と作家についての講義・ディスカッション 

3. 映像演習 

4.  <I>The Member of the Wedding</I> (1) 

5. <I>The Member of the Wedding</I> (2) 

6. <I>The Member of the Wedding</I> (3) 

7. <I>The Member of the Wedding</I> (4) 

8. <I>The Member of the Wedding</I> (5) 

9. <I>The Member of the Wedding</I> (6) 

10. <I>The Member of the Wedding</I> (7) 

11. <I>The Member of the Wedding</I> (8) 

12. <I>The Member of the Wedding</I> (9) 

13. <I>The Member of the Wedding</I> (10) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

  授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び討議への貢献度(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. McCullers, Carson. 2004. <I>The Member of the Wedding</I>. Mariner Books (ISBN:978-0618492398) 

2. マッカラーズ,カーソン 村上春樹訳、2016、『結婚式のメンバー』、新潮社 (ISBN:978-4-10-204202-1) 

 

参考文献（Readings） 

クラスで適宜指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１２ 

(Seminars B12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
無垢・子供・アメリカ文学 ２ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM111 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 作品解釈能力と英語力を向上すべく、1 冊の長編小説を丁寧に読み、その内容を分析すると同時に、アメリカ文学に関するより

広範な知識を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 秋学期のセクションでは、J.D. Salinger, <I>The Catcher in the Rye</I> (1951) に取り組む。この小説は、第二次大戦後に超大

国としての地位を盤石にし、豊かさを謳歌した合衆国において創作された。思春期の子供を主体とし、彼の自意識を基盤とした社

会批判を繰り広げるこの小説が、なぜ多数の読者の共感を得たのかということも考慮に入れながら、ここで提示された無垢・個

人・孤独という形象の分析をさらに深めたい。また、本作については様々な翻訳が出版されている。そのことに鑑み、翻訳という

問題についても考察を広げたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明・担当者決定 

2. <I>The Catcher in the Rye</I> (1) 

3. <I>The Catcher in the Rye</I> (2) 

4. <I>The Catcher in the Rye</I> (3) 

5. <I>The Catcher in the Rye</I> (4) 

6. <I>The Catcher in the Rye</I> (5) 

7. グループワーク (1) 

8. <I>The Catcher in the Rye</I> (6) 

9. <I>The Catcher in the Rye</I> (7) 

10. <I>The Catcher in the Rye</I> (8) 

11. <I>The Catcher in the Rye</I> (9) 

12. <I>The Catcher in the Rye</I> (10) 

13. グループワーク (2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

   授業は主として、初回に決定する担当者のハンドアウトに基づいた発表を核として進められる。各自２回の発表には特段に慎

重な準備が要請されることはいうまでもない。発表に当たっていない者も、予習に基づいた討議への参加が義務づけられる。課

題は、学期末に提出する作品論（4000 字〜6000 字）である。なお、演習である本授業への出席は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および討議への参加(30%)/発表時の準備状況(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Salinger, J.D.. 1991. <I>The Catcher in the Rye</I>. Little, Brown & Co. (ISBN:9780316769488) 

2. サリンジャー,J.D 村上春樹訳、2017、『キャッチャー・イン・ザ・ライ』、白水社 (ISBN:978-4-560-09000-8) 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 

【変更以前の記載内容】 

Salinger, J.D. <I>The Catcher in the Rye</I> Little, Brown & Co. （1991）978-7543321724 

 

参考文献（Readings） 

適宜クラスで指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１３ 

(Seminars B13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ演劇とＬＧＢＴ（１） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM113 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ演劇は，その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し，政治的なメッセージを直に

発信するという目的が際立つジャンルである。また，ブロードウェイでヒットした演劇作品は，（小説の場合と違って）原作に比較的

忠実な形で映画化されるケースも多く，その政治的な発信力はしばしば舞台とスクリーンの双方によって増幅される。とりわけ，ア

メリカ演劇には，性をめぐる社会規範に対して異議申し立てを行うという伝統がある。ＬＧＢＴという言葉が人口に膾炙する以前か

ら，多くのアメリカ人劇作家たちは，異性愛（と共犯する父権制）の規範に疑問を投げかけるような作品を世に問うてきた。 

 本演習では，中国系アメリカ人の劇作家，David Henry Hwangを取り上げる。彼の代表作である<I>M. Butterfly</I> （1988）は，

いわゆるオリエンタリズムの主題を扱った作品としても名高いが，歴史的実話にもとづく性的攪乱のテーマも特筆に値する。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答させる。その後，お互いの回答を確認する英

語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行う。英作文は，翌週，添削のうえ，

受講者に返却される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. <I>Bondage</I> を読む(１) 

3. <I>Bondage</I> を読む(２) 

4. 戯曲集<I>Trying to Find Chinatown: The Selected Plays</I> から一作品 を読む（１） 

5. 戯曲集<I>Trying to Find Chinatown: The Selected Plays</I> から一作品 を読む（２） 

6. 映画版の<I>M. Butterfly</I> を鑑賞する 

7. <I>M. Butterfly</I> を読む（１） 

8. <I>M. Butterfly</I> を読む（２） 

9. <I>M. Butterfly</I> を読む（３） 

10. <I>M. Butterfly</I> を読む（４） 

11. <I>M. Butterfly</I> を読む（５） 

12. <I>M. Butterfly</I> を読む（６） 

13. <I>M. Butterfly</I> を読む（７） 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Henry Hwang. 1998. <I>M. Butterfly</I>. Dramatist's Play Service (ISBN:0822207125) 

<I>M. Butterfly</I> 以外の作品については授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回全員が参加する形式の授業であり，特別に理由のない限り，全回の出席を期待する。やむをえず欠席する場合には，必ず
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事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１４ 

(Seminars B14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ演劇とＬＧＢＴ（２） 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM113 

3 月 27 日シラバス修正(誤記訂正) 

【修正前】授業計画内の表記「Childsren's」 

【修正後】授業計画内の表記「Children's」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品の精読を通して，他者に対する個人的かつ社会的な想像力を養うとともに，日本語と英語の双方による自己表現能力

を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 アメリカ演劇は，その商業的なエンターテインメント性に加え，同じ劇場空間を共有する観客に対し，政治的なメッセージを直に

発信するという目的が際立つジャンルである。また，ブロードウェイでヒットした演劇作品は，（小説の場合と違って）原作に比較的

忠実な形で映画化されるケースも多く，その政治的な発信力はしばしば舞台とスクリーンの双方によって増幅される。とりわけ，ア

メリカ演劇には，性をめぐる社会規範に対して異議申し立てを行うという伝統がある。ＬＧＢＴという言葉が人口に膾炙する以前か

ら，多くのアメリカ人劇作家たちは，異性愛（と共犯する父権制）の規範に疑問を投げかけるような作品を世に問うてきた。 

 本演習では，性的少数派の登場人物を描いた二人の女性劇作家，Lillian Hellman と Wendy Wasserstein を取り上げる。前者の

代表作である<I>The Children's Hour</I> （1934）は，内面化される同性愛嫌悪の主題を扱っており，Audrey Hepburn の出演する

映画版（邦題『噂の二人』）も興味深い。後者の代表作である<I>The Heidi Chronicles</I> （1988）は，フェミニズムの台頭した

1960 年代から 80 年代のアメリカを背景に，恋愛・結婚・養子縁組をめぐる女性の新しい生き方を模索する作品で，1989 年のピュ

リッツァー賞を受賞している。 

 毎週の授業では，あらかじめ指名された担当者チームがレジュメを配布して，作品のあらすじと英語表現の細部を解説したのち

に，作品の理解に関する英語の質問を板書して，受講者全員に英作文の形で回答させる。その後，お互いの回答を確認する英

語のグループ・ディスカッションを行い，さらに，それをもとにして，日本語によるクラス討論を行う。英作文は，翌週，添削のうえ，

受講者に返却される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. 映画版の<I>The Children's Hour</I> を鑑賞する 

3. <I>The Children's Hour</I> を読む（１） 

4. <I>The Children's Hour</I> を読む（２） 

5. <I>The Children's Hour</I> を読む（３） 

6. <I>The Children's Hour</I> を読む（４） 

7. <I>The Children's Hour</I> を読む（５） 

8. 映画版の<I>The Heidi Chronicles</I> を鑑賞する 

9. <I>The Heidi Chronicles</I> を読む（１） 

10. <I>The Heidi Chronicles</I> を読む（２） 

11. <I>The Heidi Chronicles</I> を読む（３） 

12. <I>The Heidi Chronicles</I> を読む（４） 

13. <I>The Heidi Chronicles</I> を読む（５） 

14. レポート中間発表会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週，事前に作品テクストを精読して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎週の英作文(30%)/担当発表ならびに質疑・討論による授業参加(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Lillian Hellman. 1953. <I>The Children's Hour</I>. Dramatist's Play Service (ISBN:0822202050) 

2. Wendy Wasserstein. 1998. <I>The Heidi Chronicles</I>. Dramatist's Play Service (ISBN:0822205106) 
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参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回全員が参加する形式の授業であり，特別に理由のない限り，全回の出席を期待する。やむをえず欠席する場合には，必ず

事前に連絡すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１５ 

(Seminars B15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エミリー・ディキンソンの作品とアメリカ文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・カリキュラム・マップに示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現できるよう、エミ

リー・ディキンソンを取り巻く 19世紀アメリカの多様な文化のダイナミズムを理解しながら、それと関わるディキンソン作品の魅力

を愉しみます。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 エミリー・ディキンソンは、白い服を着て片田舎の屋敷に引きこもっていたといわれますが、その回りには、南北戦争や女性性の

解放運動など、時代の大きな潮流が渦巻いていました。けっして時代を超越した孤高の日々を過ごしていたわけではありません。 

 そこで春学期の本演習では、ディキンソンの周辺に奔流していた南北戦争や女性性の解放をめぐる事実を確認しながら、ディキ

ンソン自身の作品を熟読玩味します。 

  なお本演習は､ あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます｡ 担当でない参加

者もみずからすすんで玩味しなければなりません｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. ディキンソン略伝 

3. 南北戦争とディキンソンの作品 1 

4. 南北戦争とディキンソンの作品 2 

5. 南北戦争とディキンソンの作品 3 

6. 南北戦争とディキンソンの作品 4 

7. 南北戦争とディキンソンの作品 5 

8. 南北戦争とディキンソンの作品 6 

9. アメリカの女性とディキンソンの作品 1 

10. アメリカの女性とディキンソンの作品 2 

11. アメリカの女性とディキンソンの作品 3 

12. アメリカの女性とディキンソンの作品 4 

13. アメリカの女性とディキンソンの作品 5 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. R. W. Franklin, ed.,. 1999. <I>The Poems of Emily Dickinson</I>. Belknap, (ISBN:0674018249) 

2. Vivian R. Pollak, ed.,. 2004. <I>A Historical Guide to Emily Dickinson</I>. Oxford UP, (ISBN:0195151356) 

3. Helen Vendler,. 2012. <I>Dickinson</I>. Belknap, (ISBN:0674066383) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１６ 

(Seminars B16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エミリー・ディキンソンの作品とアメリカ文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM115 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 カリキュラム・マップに示された「英米文学の知識と方法論を総合」し、高度な「議論・発表・レポート作成」を実現できるよう、エミ

リー・ディキンソンを取り巻く 19世紀アメリカの多様な文化のダイナミズムを理解しながら、それと関わるディキンソン作品の魅力

を愉しみます。  

 

授業の内容（Course Contents） 

 エミリー・ディキンソンは、白い服を着て片田舎の屋敷に引きこもっていたといわれますが、その回りには、新しい理性的な宗教

観や、神秘に回帰しようとする宗教観など、新しい時代の大きな潮流が渦巻いていました。けっして時代を超越した孤高の日々を

過ごしていたわけではありません。 

 そこで秋学期の本演習では、ディキンソンの周辺に奔流していた新しい宗教観をめぐる事実を確認しながら、ディキンソン自身

の作品を熟読玩味します。同時に、そのような奔流の中で、ディキンソンがどのようにして自分の宗教観や生き方を貫こうとしたの

か、その苦闘をたどります。 

  なお本演習は､ あらかじめ定められた担当者がハンドアウトに基づいて発表することによって進められます｡ 担当でない参加

者もみずからすすんで玩味しなければなりません｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. ディキンソン研究史略 

3. 宗教とディキンソンの詩 1 

4. 宗教とディキンソンの詩 2 

5. 宗教とディキンソンの詩 3 

6. 宗教とディキンソンの詩 4 

7. 宗教とディキンソンの詩 5 

8. 宗教とディキンソンの詩 6 

9. 宗教とディキンソンの詩 7 

10. 宗教とディキンソンの詩 8 

11. 宗教とディキンソンの詩 9 

12. 宗教とディキンソンの詩 10 

13. 宗教とディキンソンの詩 11 

14. Recapitulation 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. R. W. Franklin, ed.,. 1999. <I>The Poems of Emily Dickinson</I>. Belknap, (ISBN:0674018249) 

2. Vivian R. Pollak, ed.,. 2004. <I>A Historical Guide to Emily Dickinson</I>. Oxford UP, (ISBN:0195151356) 

3. Helen Vendler,. 2012. <I>Dickinson</I>. Belknap, (ISBN:0674066383) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 595 - 

注意事項（Notice） 
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■AM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１７ 

(Seminars B17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史を概観しながら、英語という言語の歴史的変遷について見ることで、現代英語の特質についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語の歴史を扱った概説書（英文）を講読しながら英語史の概要を把握した上で、Oxford English Dictionary (Online 版）を使い、

英語語彙やその中における語彙借用についてのリサーチを行うことで、英語という言語の成り立ちやその特性について詳しく学

ぶ。また、各時代に書かれたものを少しずつ実際に読んでみることで、英語の変遷を体感する。教科書は指定せず、必要に応じ

て配布するプリントを使って授業を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 英語の歴史の始まり 

3. 古英語とは 

4. 英語とケルト語 

5. 英語に対する古ノルド語の影響 1 

6. 英語に対する古ノルド語の影響 2 

7. 英語に対するフランス語の影響 1 

8. 英語に対するフランス語の影響 2 

9. 中英語とは 

10. 英語に対するラテン語の影響 1 

11. 英語に対するラテン語の影響 2 

12. 近代英語とは 

13. 英語に対するギリシア語の影響 

14. 英語に対するその他の言語の影響 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に講読する英文には事前に目を通しておくようにしてください。また、授業内でリサーチに基づく発表もしてもらうことになりま

すが、これについても十分に準備をして臨むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/コメントカード(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A. C. Baugh and T. Cable. 2013. <I>A History of the English Language</I>. Pearson (13-978-0-205-22939-0) 

2. S. Gramley. 2012. <I>The History of English: An Introduction</I>. Routledge (ISBN:9-780415-566407) 

3. P. Durkin. 2014. <I>Borrowed Words: A History of Loanwords in English</I>. Oxford University Press (ISBN:978-0-19-

957499-5) 

4. D. G. Miller. 2012. <I>External Influences on English: From Its Beginnings to the Renaissance</I>. Oxford University Press 

(ISBN:978-0-19-965426-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１８ 

(Seminars B18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近・現代の英語史 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM117 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の歴史の中でも特に、英語がイギリス諸島を離れ世界に広まっていった近・現代の歴史について学びながら、英語の特質に

ついての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近・現代における英語の歴史を扱った文献（英文）を講読しながら、世界に広まった英語がどのような特徴を発達させてきている

か学ぶとともに、今後の英語はどうなっていくのかということについても考えてみる。特にピジン英語やクレオール英語の発達に

着目し、言語変化や言語発達について学びながら、実際のテクストに基づく言語の分析も行う。また、この作業を通じて、英語史

や英語学の分野における基礎知識を身に着けることも目標としている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ピジン英語、クレオール英語について 1 

3. ピジン英語、クレオール英語について 2 

4. カリブ海地域のクレオール英語 1 

5. カリブ海地域のクレオール英語 2 

6. 西アフリカのクレオール英語 1 

7. 西アフリカのクレオール英語 2 

8. クレオール英語と AAVE1 

9. クレオール英語と AAVE2 

10. 東南アジアのクレオール英語 1 

11. 東南アジアのクレオール英語 2 

12. オセアニア地域のクレオール英語 1 

13. オセアニア地域のクレオール英語 2 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で講読するテクストには必ず事前に目を通しておいてください。また、授業で発表等をしてもらうことになりますが、その際に

も事前に良く準備して臨むようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/出席および受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

2. S. Gramley. 2012. <I>The History of English: An Introduction</I>. Routledge (ISBN:978-0-415-56640-7) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://ewave-atlas.org/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ１９ 

(Seminars B19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、5 文型に焦点を当てます。 

 最初の数回の授業は、小池による講義＋ディスカッションで進めます。以降からはグループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め） 

2. 講義：標準英語、英語の文体について 

3. 講義：英文法の基礎２（記述文法と規範文法） 

4. 講義：英文法の基礎３（主部と述部、機能と範疇；語と語彙素） 

5. 伝統的な前置詞の理解 

6. 前置詞の範疇（１）前置詞と接続詞 

7. 前置詞の範疇（２）前置詞と副詞 

8. 前置詞の範疇（３）前置詞と形容詞 

9. 「文法化」した前置詞 

10. 前置詞  "stranding" 

11. 前置詞句の構造 

12. 節を補部とする前置詞句 

13. 前置詞を伴うイディオム 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(30%)/毎回の課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. <I>A Student's Introduction to English Grammar</I>. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521612883) 

必要に応じてコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. <I>The Cambridge Grammar of the English Language</I>. Cambridge 

University Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２０ 

(Seminars B20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM119 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた英文法書と通じて、英文法の基本用語とその意味を理解し、それを使って英文法についてまとまった発表や論述

が出来るようになることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語で書かれた英文法書が主要テキストです。皆さんが中高で学んできたような英文法の用語は英語で何というのか、また英文

法の様々な規則が英語でどのように説明されているか、等を学ぶことで、私たちの英文法に理解を深めていきたいと思っていま

す。この演習では特に、名詞と名詞句（可算・不可算名詞、冠詞の用法、代名詞など）に焦点を当てます。 

 授業は原則、グループによる発表で授業を進めます。 

 授業は日本語で行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（役割分担決め）；否定文について 

2. 否定詞の働き 

3. 節の否定 

4. 非肯定的要素について 

5. 非標準的な否定文 

6. 否定の範囲 

7. 前半のまとめ 

8. 節のタイプ 

9. 疑問文（１） "closed" and "open" questions 

10. 疑問文（２） 疑問詞とその格 

11. 感嘆文 

12. 命令文 

13. 後半のまとめ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回授業前に、その日に扱うテキストの個所を熟読しておくこと。授業の最初に抜き打ちで教科書の内容理解を確認します。また

毎回授業後に、授業内容の理解を深める課題を出します。その次の授業で提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(30%)/毎回の課題提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Haddleston & Geoffrey K. Pullum. 2005 年. <I>A Student's Introduction to English Grammar</I>. Cambridge University 

Press (ISBN:978-0521612883) 

必要に応じてコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Rodney Huddleston & Geoffrey K. Pullum. 2002 年. <I>The Cambridge Grammar of the English Language</I>. Cambridge 

University Press (ISBN:978-0521431460) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

グループ発表については、発表の一週間前に火曜日 1 限目または昼休み時間を使って、私と発表内容理解のための打ち合わ

せをします。発表前にあらかじめレジュメを作成すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２１ 

(Seminars B21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Margaret Atwoodの <I>The Handmaid’s Tale</I> 研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近未来における女性の奴隷化を扱ったアトウッドのディストピア小説の読解を通じ、社会批判としての文学の可能性を探ること

で、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨く。また、小説の表現形式 （Form）が如何

に物語の内容（content） と対応しているかに着目し、高度な読解・分析技術の取得を目指すことで、本格的な英文学研究を実践

していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

“There is more than one kind of freedom. […] Freedom to and freedom from” (<I>The Handmaid’s Tale</I>) 

Margaret Atwoodの<I>The Handmaid’s Tale</I> (1985) は女性作家によるディストピア小説として代表的な作品とされている。

昨年は TV ドラマへのアダプテーションがアメリカで人気を博したが、出版年から３０年以上たった今も影響力のある物語と言えよ

う。本演習では、アトウッドの独特の文体、表現を吟味しながら、複雑なテクスト構造やナラティブの方法を学ぶ。それと同時に、フ

ェミニズム、マスキュリニティ、支配と服従などの重要なテーマに焦点を当てて、物語を社会批判として多角的に読む練習をする。

また、卒論執筆の基礎を育むために、本小説について書かれた論文や新聞記事なども適宜紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 発表担当者の振り分け、作品講読第 1 回（グループディスカッション） 

3. 作品講読第 2 回 

4. 作品講読第 3 回 

5. 作品講読第 4 回 

6. 作品講読第 5 回 

7. 作品講読第 6 回 

8. 作品講読第 7 回 

9. 作品講読第 8 回 

10. 作品講読第 9 回 

11. 作品講読第 10 回 

12. 作品講読第 11 回 

13. 作品講読第 12 回 

14. テレビドラマ版の鑑賞、原作との比較（グループディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは<I>The Handmaid’s 

Tale</I>を、授業で学んだことをベースにつつ、独自の視点からテクストを論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Margaret Atwood. 1998. <I>The Handmaid’s Tale</I>. Anchor Books (ISBN:978-0385490818) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２２ 

(Seminars B22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユートピア文学（William Morrisの<I>News from Nowhere</I>）研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 麻美(NAKAMURA ASAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM121 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ユートピア文学の代表作の読解を通じて、カリキュラム・マップに示された「細部を分析し、さらにそれを総合する思考力」を磨いて

いく。具体的には、現在とは異なる社会を想像することとは如何なることか、またその限界・問題点について議論することで、社会

批判としての文学の可能性を探る。これに加え、作品の歴史的背景の知識を深めることにより、より多角的なテクスト解釈を試み

ながら、本格的な英文学研究を実践していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ユートピア」はトマス・モアによる造語であり、「理想郷」、また、「どこにもない場所」を意味する。１９世紀後半から第一次世界大

戦の勃発までの期間はユートピア文学にとっての黄金期と言われ、西洋社会では２００以上のユートピア小説が出版された。１９

世紀末は特に、科学技術の発展、また社会主義思想の広がりが特徴的であり、ユートピアの表象方法にも変化があった。つまり

理想郷は世界のどこかに存在するのではなく、未来に存在するもの、さらに、理想郷は発見するものではなく、創造していくものと

いうものだ。本演習では、ユートピア文学として、また１９世紀末の文学一般としても代表的作品と認知されている、イギリスの小

説家 William Morris の<I>News from Nowhere</I> (1890) を精読・分析していく。モリスのユートピアは資本主義、科学技術、官僚

制による人間生活の支配・疎外を問題視し、無政府主義に基づいた小規模コミュニティにおける仕事と芸術の両立を目指したとこ

ろを特徴としている。マルキシズム、イングリッシュネス、ノスタルジア、環境主義など大きなテーマを扱う作品であるが、まず第一

に、ユートピアにおける人々の毎日の生活がどのように表象されているかを分析し、批評していくことが目標となる。卒論執筆の

基礎を育むために、関連論文や記事なども適宜紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 発表担当者の振り分け、指定しているテクストの編集者 （Krishan Kumar） による Introduction を読む （グループディスカ

ッション） 

3. 作品講読第 1 回 

4. 作品講読第 2 回 

5. 作品講読第 3 回 

6. 作品講読第 4 回 

7. 作品講読第 5 回 

8. 作品講読第 6 回 

9. 作品講読第 7 回 

10. 作品講読第 8 回 

11. 作品講読第 9 回 

12. 作品講読第 10 回 

13. 作品講読第 11 回 

14. まとめ（グループディスカッション） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の前にテクストの該当部分を読み、分からない箇所（語彙・構文・話の流れなど）、ならびに重要と思ったポイントを記録して

おくこと。発表とは別に、ペアやグループでの議論も適宜想定しているので、一人ひとりの念入りな準備が必要とされる。発表グ

ループは、該当部分の要約、重要な文章や難しい部分の提示・解釈、鍵となっているテーマについての議論などをハンドアウトに

まとめ、クラス全体に議論を促す。各授業の最後にリアクションペーパーを提出する。最終レポートは<I>News from Nowhere</I>

を授業で学んだことをベースにしつつ、独自の視点から論じることが課題となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表時の準備状況(30%)/議論への参加・リアクションペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Morris. 1994. <I>News from Nowhere and Other Writings.</I>. Penguin Classics (ISBN:978-0140433302) 

2018 年 8 月 29 日付変更（変更理由：指定したテキストの入手が困難なため） 
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【変更以前の記載内容】 

William Morris (ed. by Krishan Kumar)<I>Morris: News from Nowhere</I> Cambridge University Press （1995） 978-0521420075 

 

参考文献（Readings） 

1. Edward Bellamy. 2007. <I>Looking Backward 2000-1887</I>. Oxford University Press (ISBN:978-0199552573) 

2. 川端香男里、1993、『ユートピアの幻想』、講談社学術文庫 (ISBN:4-061590944) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２３ 

(Seminars B23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビート世代の文学を読む 1 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。同時

に、第二次大戦後のアメリカ文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ビート・ジェネレーションを代表する Jack Kerouac の小説<I>On the Road</I> (1957)を通読する。のちにカウンター・カルチャーや

ヒッピー文化につながるビート派のイメージは、第二次世界大戦後の混乱とそれにともなって保守化する社会に対して反発する

若者像（とりわけアルコール、ドラッグ、セックスに耽溺する）と結びつけられがちであるが、ケルアックとはもっとずっと繊細な作家

である。そのような作家像を意識しつつ、人種やセクシュアリティの問題とも絡めながら作品を精読していく。Walter Salles による

同名の映画 (2012)も含め、適宜映像作品も鑑賞する予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. <I>On the Road</I> (1) 

3. <I>On the Road</I> (2) 

4. <I>On the Road</I> (3) 

5. <I>On the Road</I> (4) 

6. <I>On the Road</I> (5) 

7. <I>On the Road</I> (6) 

8. <I>On the Road</I> (7) 

9. <I>On the Road</I> (8) 

10. <I>On the Road</I> (9) 

11. <I>On the Road</I> (10) 

12. <I>On the Road</I> (11) 

13. <I>On the Road</I> (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、着目

点をいくつか提示してもらう予定。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリントを用意すること。それを

踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jack Kerouac. 2000. <I>On the Road</I>. Penguin Classics (ISBN:0141182679) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャック・ケルアック (著), 青山南 (翻訳)、2010、『オン・ザ・ロード』、河出書房新社 (ISBN:4309463347) 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式となるので、毎回出席が前提となる。授業内での積極的なディスカッションへの参加が必須。翻訳でよいので、あらかじ

め作品を読んでおくことをお勧めします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２４ 

(Seminars B24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ビート世代の文学を読む 2 

担当者名 

（Instructor） 
小椋 道晃(OGURA MICHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM123 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で書かれた文学作品を精読する技術と、要約する能力、論理的に自らの意見や考えをアウトプットできる能力を養う。同時

に、第二次大戦後のアメリカ文化に関する幅広い知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

<I>On the Road</I> (1957)で広く知られるビート・ジェネレーションを代表する作家 Jack Kerouac の<I>The Subterraneans</I> 

(1958)を通読する。のちにカウンター・カルチャーやヒッピー文化につながるビート派のイメージは、第二次世界大戦後の混乱とそ

れにともなって保守化する社会に対して反発する若者像（とりわけアルコール、ドラッグ、セックスに耽溺する）と結びつけられがち

であるが、ケルアックとはもっとずっと繊細な作家である。そのような作家像を意識しつつ、人種やセクシュアリティの問題とも絡め

ながら作品を精読していく。映画化されたものを含め、適宜映像作品も鑑賞する予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、授業内容の説明、発表担当者決定 

2. <I>The Subterraneans</I> (1) 

3. <I>The Subterraneans</I> (2) 

4. <I>The Subterraneans</I> (3) 

5. <I>The Subterraneans</I> (4) 

6. <I>The Subterraneans</I> (5) 

7. <I>The Subterraneans</I> (6) 

8. <I>The Subterraneans</I> (7) 

9. <I>The Subterraneans</I> (8) 

10. <I>The Subterraneans</I> (9) 

11. <I>The Subterraneans</I> (10) 

12. <I>The Subterraneans</I> (11) 

13. <I>The Subterraneans</I> (12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者の人数によって詳細を決めるが、毎回数人ずつのグループに担当を割り当て、各回のリーディングの内容を要約し、着目

点をいくつか提示してもらう予定。担当者はしっかりとテクストを精読し、疑問点、留意点をまとめたプリントを用意すること。それを

踏まえて、全員でディスカッションをし、テクストに対する理解をクラス全員で共有する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当発表およびプレゼンテーション(30%)/ディスカッションへの積極的参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Jack Kerouac. 2001. <I>The Subterraneans</I>. Penguin Classics (ISBN:0141184892) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジャック・ケルアック (著), 真崎義博 (翻訳)、1997、『地下街の人びと』、新潮文庫 (ISBN:4102076115) 

その他の参考文献は授業内で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習形式となるので、毎回出席が前提となる。授業内での積極的なディスカッションへの参加が必須。翻訳でよいので、あらかじ

め作品を読んでおくことをお勧めします。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２５ 

(Seminars B25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヴァージニア・ウルフ『歳月』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Virginia Woolf,<I>The Years</I> (1937) を読む 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス・モダニズム文学を代表する女性作家 Virginia Woolf (1882-1941)の後期の傑作,<I>The Years</I> (1937)を精読します。

1880 年代から 1930 年代まである中産階級の家族の生きざまを追ったこの小説は、この時期のイギリスの社会の変化について

さまざまなことを考えさせます。この授業では、イギリスのそういう歴史について学ぶと同時に、ウルフ特有の世界観についても考

察し、合わせてモダニズムとその時代とは何だったのかを問い直します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <I>The Years</I>（１）イントロダクション 

2. <I>The Years</I>（２） 

3. <I>The Years</I>（３） 

4. <I>The Years</I>（４） 

5. <I>The Years</I>（５） 

6. <I>The Years</I>（６） 

7. <I>The Years</I>（７） 

8. <I>The Years</I>（８） 

9. <I>The Years</I>（９） 

10. <I>The Years</I>（１０） 

11. <I>The Years</I>（１１） 

12. <I>The Years</I>（１２） 

13. <I>The Years</I>（１３） 

14. <I>The Years</I>（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2009. <I>The Years</I>. Oxford Classics (ISBN:978-0-19-955539-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２６ 

(Seminars B26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
キプリングの代表作『キム』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM125 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Rudyard Kipling,<I>Kim</I> (1901) を読む 

 

授業の内容（Course Contents） 

イギリス人で初のノーベル文学賞を受賞した作家 Rudyard Kipling（1865-1936）の代表的長編小説<I>Kim</I> (1901)を精読しま

す。イギリス人でありながらインドで育った孤児キムはラマ僧とインドの旅に出かけます。その過程でイギリスによるインドの支配

の実相が生き生きと描かれます。まずは 19 世紀末の、イギリス領インドの描写を味わいましょう。続いて植民地主義とは何か、

異民族理解とは何か、という重要な問題についても考察していきましょう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <I>Kim</I>（１）イントロダクション 

2. <I>Kim</I>（２） 

3. <I>Kim</I>（３） 

4. <I>Kim</I>（４） 

5. <I>Kim</I>（５） 

6. <I>Kim</I>（６） 

7. <I>Kim</I>（７） 

8. <I>Kim</I>（８） 

9. <I>Kim</I>（９） 

10. <I>Kim</I>（１０） 

11. <I>Kim</I>（１１） 

12. <I>Kim</I>（１２） 

13. <I>Kim</I>（１３） 

14. <I>Kim</I>（１４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回担当者を決めて発表していただきますが、担当者以外の人たちも当該授業で読む範囲をしっかり予習しておき議論に参加

する準備をすることが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を越えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rudyard Kipling. 2011. <I>Kim</I>. Penguin Classics (ISBN:978-0-141-44237-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２７ 

(Seminars B27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の文法・語法を調べる 

担当者名 

（Instructor） 
新川 清治(SHINKAWA SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

なぜ on footは on feet と言わないのか。なぜ last nightには at nightのように前置詞をつけないのか。受験勉強では覚えること

で対応してきた上記のような疑問を思い出し、それを調べ、 効果的に説明できるように訓練する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前に指定した文法や語法に関する質問を各自調べ、それを授業で解説し、他の学生からの質問に答える。その後、教員が当

該の事項に対して解説を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・フィードバック・解説(1) 

3. 発表・フィードバック・解説(2) 

4. 発表・フィードバック・解説(3) 

5. 発表・フィードバック・解説(4) 

6. 発表・フィードバック・解説(5) 

7. 発表・フィードバック・解説(6) 

8. 発表・フィードバック・解説(7) 

9. 発表・フィードバック・解説(8) 

10. 発表・フィードバック・解説(9) 

11. 発表・フィードバック・解説(10) 

12. 発表・フィードバック・解説(11) 

13. 発表・フィードバック・解説(12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備が必要である。これまで学習したことをただまとめるだけでなく、詳細にこだわる、理解の際の工夫を示すなど新たな

視点を加えることを期待する。発表時間は 5 分以上とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(25%)/授業参加度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｂ２８ 

(Seminars B28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語の文法・語法を調べる 

担当者名 

（Instructor） 
新川 清治(SHINKAWA SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM127 

 

授業の目標（Course Objectives） 

なぜ on footは on feet と言わないのか。なぜ last nightには at nightのように前置詞をつけないのか。受験勉強では覚えること

で対応してきた上記のような疑問を思い出し、それを調べ、効果的に説明できるように訓練する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文法や語法に関して、ただ調べるだけでなく、具体的な「問い」を立て、検討し、「答え」を導き出すような発表をしてもらい、その内

容に関してみんなで議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表・フィードバック・解説(1) 

3. 発表・フィードバック・解説(2) 

4. 発表・フィードバック・解説(3) 

5. 発表・フィードバック・解説(4) 

6. 発表・フィードバック・解説(5) 

7. 発表・フィードバック・解説(6) 

8. 発表・フィードバック・解説(7) 

9. 発表・フィードバック・解説(8) 

10. 発表・フィードバック・解説(9) 

11. 発表・フィードバック・解説(10) 

12. 発表・フィードバック・解説(11) 

13. 発表・フィードバック・解説(12) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表の準備が必要である。これまで学習したことをただまとめるだけでなく、詳細にこだわる、理解の際の工夫を示すなど新たな

視点を加えることを期待する。発表時間は 5 分以上とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/発表(25%)/授業参加度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １ 

(English Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更前】 

Fantasies and Fairy Tales 1: Representations of Culture, Gender and Society in 

Children’s Literature and Animation 

【変更後】 

East is East 1: Interpretations of Asia in Western Cinema 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM201      

4 月 17 日付 

【授業計画の変更】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更前】 

This course will focus on the crucial role fairy tales play in shaping our childhood perceptions of our social environment, and 

how those perceptions continue to influence us in our adult lives. We will look at representations of gender, culture, religion, 

history and society in the literature of fairy tales and folklore and in a number of adapted animated features, in order to discuss 

their central themes, their role in education and their continuing influence and suitability for contemporary society(ies). 

【変更後】 

This course is fundamentally concerned with the ways in which Western (pre)conceptions of the orient are reinforced through 

film and literature. The course uses films (and texts) about the East, directed or written by Westerners, to identify important 

historical, cultural and artistic themes and moments in representations and misrepresentations of Asian cultures. The focus for 

this semester will be on representations of Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更前】 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research exercises for projects and extra-curricular 

activities. 

【変更後】 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research for group projects and extra-curricular topics. 

The classes will be built around understanding issues raised by the screened films and texts: the othering of cultures; the 

stereotyping of gender and race; the politics of the representation of the orient; the differences between legitimate perspective 

and propaganda; the sexual fascination with the East portrayed in popular Western culture; and the technical and philosophical 

considerations when screenplays are adapted from literary novels.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更前】 

Introduction to the fairy tale genre and young children’s literature. 

The implications of representations of gender, society, culture, religion and history in children’s literature and cinema. 

The fairy tale as moral instruction. 

【変更後】 

Introduction to key concepts in orientalism. Analysis of written samples to assess L2 levels. The depiction of Japan in 

Western cinema. Political and societal impulses in Eurocentric (Western) perspectives of Japan.  

2. 【変更前】 

The psychoanalytical interpretation: <I>Snow White</I> (Brothers Grimm version and Disney adaptation). 

【変更後】 

The evolution and devolution of empire. Four cultural representations in Empire of the Sun 

3. 【変更前】 

<I>Snow White</I> discussion. Key themes and concepts. 

Freudian symbolism. 

【変更後】 

Empire of the Sun. Class discussion and analysis.  

4. 【変更前】 

Gender implications: <I>Cinderella</I> (Rhodopis, Charles Perrault version and Disney adaptation). 

【変更後】 

Madame Butterfly revisited: Sayonara  

5. 【変更前】 
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The female in society. <I>Cinderella</I> discussion. 

【変更後】 

Sayonara. Class discussion and analysis.  

6. 【変更前】 

Religion and rebirth: <I>The Little Mermaid</I> (Hans Christian Andersen story and Disney adaptation). 

【変更後】 

Culture shock: Cultural and linguistic translation in Lost in Translation.  

7. 【変更前】 

<I>The Little Mermaid.</I> Discussion on changing female role models. 

【変更後】 

Lost in Translation. Class discussion and analysis.  

8. 【変更前】 

Representations of culture and ethnicity: The Ballad of Mulan, Aladdin’s Wonderful Lamp and Disney’s <I>Aladdin</I> 

and/or <I>Mulan.</I> 

【変更後】 

Betrayal and Revenge: Gender, culture and genre in Kill Bill : Vol. 1  

9. 【変更前】 

The politics of racial and cultural representations. 

<I>Aladdin</I>/<I>Mulan</I> discussion. 

【変更後】 

Kill Bill : Vol. 1 Class discussion and analysis.  

10. 【変更前】 

History and revisionism: Disney’s <I>Pocahontas.</I> 

【変更後】 

The romantic "other": Historical revisionism in The Last Samurai.  

11. 【変更前】 

Educational responsibilities, history and the environment. <I>Pocahontas</I> discussion. 

【変更後】 

The Last Samurai. Class analysis and discussion.  

12. 【変更前】 

Parody and satire: Dreamwork’s <I>Shrek.</I> 

【変更後】 

The erotic and the exotic: Memoirs of a Geisha.  

13. 【変更前】 

The role of the outsider. <I>Shrek</I> discussion. 

【変更後】 

Memoirs of a Geisha. Class analysis and discussion.  

14. 【変更前】 

Review of key themes and strategies in young children’s literature and animation. In-class course coverage test. 

【変更後】 

Review of key themes and strategies in cinematic representations of Japan. In-class course coverage test.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. Evaluations will be based on class participation, a coverage test and research report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No text book is required. Photocopied information and stories will be provided as necessary. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ２ 

(English Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更前】 

Fantasies and Fairy Tales 2: Representations of Culture, Gender and Society in 

Children’s Literature, Animation and Film 

【変更後】 

East is East 2: Interpretations of Asia in Western Cinema 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 

申込カード記入用科目コード：AM201 

4 月 17 日付 

【授業計画の変更】 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更前】 

This course continues the focus seen in Fantasies and Fairy Tales 1, but with a greater multicultural emphasis and an analysis 

of older children's literature and animation/film. We will look at a range of animation and children’s films, including the Disney 

canon, the work of Hayao Miyazaki, C.S. Lewis, J.K. Rowling, among others. You will be encouraged to assess not only the 

literature and cinema itself, but also to make connections and comparisons across cultures, and to use a range of analytical 

methods. 

【変更後】 

This course is fundamentally concerned with the ways in which Western (pre)conceptions of the orient are reinforced through 

film and literature. The course uses films (and texts) about the East, directed or written by Westerners, to identify important 

historical, cultural and artistic themes and moments in representations and misrepresentations of Asian cultures. The focus for 

this semester will be on representations of a number of different Asian cultures other than Japan.  

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更前】 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research exercises for projects and extra-curricular 

activities. Class content will be slightly adjusted to suit individual learning strategy preferences and the overall English language 

level. 

【変更後】 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research for group projects and extra-curricular topics. 

The classes will be built around understanding issues raised by the screened films and texts: the othering of cultures; the 

stereotyping of gender and race; the politics of the representation of the orient; the differences between legitimate perspective 

and propaganda; and the sexual fascination with the East portrayed in popular Western culture.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更前】 

Review of core concepts from the first semester. Introduction to strategies for cross-cultural comparison and analysis of 

children's literature and animation. 

【変更後】 

Review/introduction of core concepts in orientalism from first semester.  

2. 【変更前】 

The modern Disney princess: <I>Tangled</I> and/or <I>Frozen</I>. 

【変更後】 

India: A Passage to India. E.M Forster's source material. Historical background.  

3. 【変更前】 

<I>Tangled</I> and/or <I>Frozen</I> analysis and discussion. 

Feminist representations as a response to modern society's genre expectations. 

【変更後】 

A Passage to India. Religion, culture and identity.  

4. 【変更前】 

Connections across cultures: <I>Ponyo on the Cliff by the Sea</I> (Gake no ue no Ponyo). A Japanese fairy tale. 

【変更後】 

A Passage to India. Class discussion and analysis.  

5. 【変更前】 

Comparison and contrast: Hans Christian Andersen, Disney, and Studio Ghibli. 
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【変更後】 

China: The Last Emperor. Historical background. Political ideologies.  

6. 【変更前】 

The Healing Power of Nature: <I>The Secret Garden</I>. 

【変更後】 

The Last Emperor. Class discussion and analysis.  

7. 【変更前】 

<I>The Secret Garden</I>. Class discussion and analysis. 

【変更後】 

Heart of Darkness. Introduction to Joseph Conrad's source material set in Africa. Discussion of the philosophical 

concerns of literary adaptation.  

8. 【変更前】 

The American Fairytale: <I>The Wizard of Oz</I>. 

【変更後】 

Vietnam: Apocalypse Now. The search for other; the search for self.  

9. 【変更前】 

<I>The Wizard of Oz</I>. Class discussion and analysis. 

【変更後】 

Apocalypse Now. Class discussion and analysis.  

10. 【変更前】 

Christian didacticism. <I>The Chronicles of Narnia: The Witch, the Lion and the Wardrobe</I>. 

【変更後】 

Cambodia: The Killing Fields. Historical background. Journalistic ethics. American foreign policy.  

11. 【変更前】 

<I>The Chronicles of Narnia: The Witch, the Lion and the Wardrobe</I>. Class discussion and analysis. 

【変更後】 

The Killing Fields. Class discussion and analysis.  

12. 【変更前】 

The modern bildungsroman: <I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I>. 

【変更後】 

Indonesia: The Year of Living Dangerously. Historical background. Australia's relationship with Southeast Asia.  

13. 【変更前】 

<I>Harry Potter and the Philosopher's Stone</I>. Class discussion and analysis. 

【変更後】 

The Year of Living Dangerously. Class discussion and background.  

14. 【変更前】 

Review of key themes and strategies in children’s literature, animation and film. In-class coverage test and analysis. 

【変更後】 

Review of key themes and strategies in cinematic representations of Asia.  

In-class course coverage test.  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. Evaluations will be based on class participation, a coverage test and research report. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

No text book will be required. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ３ 

(English Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Two Stories Set in the Nineteenth Century: <I>Twelve Years a Slave</I> and <I>Far 

from the Madding Crowd</I> 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Solomon Northup's historical narrative and Mark Healy's adaptation of Thomas Hardy's <I>Far From 

the Madding Crowd</I> will be given.  <I>Twelve Years a Slave</I> is a 19th century memoir about Northup's painful 

experience of being abducted and transformed from a free man to slavery.  As a human property of ruthless plantation owners, 

he struggles to survive and preserve his integrity.  <I>Far From the Madding Crowd</I> is a coming-of-age story about a 

young woman who breaks stereotypes by being a farm-owner and leader of a rural community.  Students are required to 

prepare the assigned reading, participate in discussions, and write a short comment in each class.  An end-of-term essay 

about 700 words is also required. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. <I>Twelve Years a Slave</I>  Abbreviation of this text will be indicated as "TYS" 

3. TYS 2 

4. TYS 3 

5. TYS 4 

6. TYS 5 

7. TYS 6 

8. TYS 7 

9. TYS 8 

10. TYS 9 

11. <I>Far from the Madding Crowd</I>  Abbreviation of this text will be indicated as "FMC". 

12. FMC 2 

13. FMC 3 

14. FMC 4 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assigned reading preparation is necessary.  The film adaptations of the texts will be shown in the classroom, and review of the 

films outside of class is welcome. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/short comments(30%)/attendance and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Solomon Northup. 2017. <I>Twelve Years a Slave</I>. Amazon (978-18976733307) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ４ 

(English Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Two Stories Set in Contemporary America: <I>Smoke</I> and "Wendy and Lucy" 

担当者名 

（Instructor） 
陳 淑宜(CHEN SHUI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM203 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The purpose is to facilitate language learning -- listening, reading, speaking, writing -- through various class activities. 

 

授業の内容（Course Contents） 

In this course, lectures on Paul Auster's screenplay and Jon Raymond's short story will be given.  <I>Smoke</I> is rendered in 

the familiar speech of a Brooklyn community, and it offers an optimistic view of the human condition at times of adversity.  

"Wendy and Lucy" is about a working-class young woman's search for job opportunities and her own identity.   Because of 

poverty and misfortune, she and her beloved dog are forced to separate.  Students are required to prepare the assigned 

reading, participate in discussions, and write a short comment in each class.  An end-of-term essay about 700 words is also 

required.   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. <I>Smoke</I>  Abbreviation of this text will be indicated as "S". 

3. S 2 

4. S 3 

5. S 4 

6. S 5 

7. S 6 

8. S 7 

9. S 8 

10. S 9 

11. "Wendy ad Lucy" 

12. "Wendy and Lucy" 

13. "Wendy and Lucy 

14. "Wendy and Lucy" 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Assigned reading preparation is necessary.  The film versions of the texts will be shown in the class, and review of the films is 

welcome. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/short comments(30%)/attendance and participation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Paul Auster. 1998. <I>Smoke & Blue in the Face</I>. Faber & Faber (ISBN:978-0571175697) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ５ 

(English Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century American Literature: Places and Identities 1 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In addition to learning about American literature's relationships between place and text, this class aims to improve abilities in 

reading and interpreting complex texts in English, participating in discussions, and in writing essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This seminar will examine relationships between American places and texts in key texts written in the 20th century. American 

literature is marked by a strong regional and geographical sense of place. Natural, rural, and urban places both shape and are 

shaped by literature. This seminar will explore these relationships between text and place by closely reading and discussing 

literature in various forms, including realist and postmodern novels, film, and short stories. Another focus of this course is on 

writing literary analysis and criticism in English. In addition to readings and discussions, students will prepare short in-class 

presentations, and write a final essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction; American cities lecture, worksheet 

2. American cities lecture, worksheet 

3. <I>Sister Carrie</I> chapters 1-2 

4. <I>Sister Carrie</I> chapters 3-4 

5. <I>Ragtime</I> 3-27 

6. <I>Ragtime</I> 28-64 

7. <I>Ragtime</I> 65-105 

8. <I>Ragtime</I> 109-136 

9. <I>Ragtime</I> 137-173 

10. <I>Ragtime</I> 174-212 

11. <I>Ragtime</I> 215-257 

12. <I>Ragtime</I> 258-294 

13. <I>Ragtime</I> 295-320 

14. Review, final essays due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/attendance and participation(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.L. Doctorow. 2007. <I>Ragtime</I>. Random House (ISBN:978-0812978186) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is intended for highly motivated students who are willing to work hard to improve their English ability through the 

study of literature. Students with native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised to seek 

classes better suited to their abilities. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ６ 

(English Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
20th Century American Literature: Places and Identities 2 

担当者名 

（Instructor） 
チルトン，Ｍ．(CHILTON,MYLES K.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM205 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In addition to learning about American literature's relationships between place and text, this class aims to improve abilities in 

reading and interpreting complex texts in English, participating in discussions, and in writing essays. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This seminar will examine relationships between American places and texts in key texts written in the 20th century. American 

literature is marked by a strong regional and geographical sense of place. Natural, rural, and urban places both shape and are 

shaped by literature. This seminar will explore these relationships between text and place by closely reading and discussing 

literature in various forms, including realist and postmodern novels, film, and short stories. Another focus of this course is on 

writing literary analysis and criticism in English. In addition to readings and discussions, students will prepare short in-class 

presentations, and write a final essay. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Global citizens and cultural hybridity lecture, worksheet 

3. <I>The House on Mango Street</I> 3-38 

4. <I>The House on Mango Street</I> 39-75 

5. <I>The House on Mango Street</I> 76-110 

6. <I>Interpreter of Maladies</I> “A Temporary Matter” 

7. <I>Interpreter of Maladies</I> “Sexy” 

8. <I>Interpreter of Maladies</I> “Mrs Sen's” 

9. <I>Interpreter of Maladies</I> “The Third and Final Continent” 

10. <I>Blade Runner</I> 

11. <I>Blade Runner</I> 

12. Presentations 

13. Essay workshop 

14. Review; final papers due 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students are required to do the readings and complete the homework assignments in order to prepare for class. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

attendance and participation(40%)/presentation(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Sandra Cisnero. <I>The House on Mango Street</I>. Vintage/Random House (ISBN:9780679734772) 

2. Jhumpa Lahiri. <I>Interpreter of Maladies</I>. Mariner/Houghton Mifflin (ISBN:9780395927205) 

Other materials will be supplied by the instructor. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

This class is intended for highly motivated students who are willing to work hard to improve their English ability through the 

study of literature. Students with native or near-native English ability will find this class too easy, and are advised to seek 

classes better suited to their abilities. 

 

注意事項（Notice） 
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■AM207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ７ 

(English Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
American Society in the 21st Century: Strengths and Challenges 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objectives of the course are three-fold: 1. to increase students' familiarity with key facets of American society, focusing 

primarily on the historical development of the United States, contemporary social values and the challenges the country is 

facing today. 2. to enhance students’ critical thinking skills, and 3. to improve English abilities of the class participants, 

especially the discussion, reading and presentation skills.   

 

授業の内容（Course Contents） 

Through a range of authentic texts, students will be introduced to various dimensions of American contemporary society. In 

addition to textbook readings, the instructor will prepare articles and other materials that students will be required to read at 

home. These readings will reflect the themes covered in the course and will also provide the basis for in-class discussions. 

Students will make one individual presentation at the end of the course. Additionally, comprehension and vocabulary exercises 

will be an integral part of the course.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation: expectations and syllabus review. Students' introductions. 

2. Contemporary America 

Reading: Life in the United States (Ch. 1) 

3. Historical Background (1) 

Reading: Traditional American Values and Beliefs (Ch. 2) 

4. Historical Background (2) 

Reading: The Heritage of Abundance (Ch. 5) 

5. American Diversity (1) 

Reading: Ethnic and Racial Diversity in the United States (Ch. 8) 

6. Movie: The Visitor (2007) 

7. American Diversity (2) 

Changes in popular attittudes (article to be provided)  

8. American Education  

Reading: Education in the United States (Ch. 9) 

9. Recent changes (1) 

Reading: American Values at the Crossroads (Ch. 12) 

10. Recent changes (2) 

America since November 2016 (article to be provided) 

11. Presentations (1) 

12. Presentations (2) 

13. Presentations (3) 

14. Course review  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Studens will be expected to complete all readings at home and come to class prepared to participate in the discussions. 

Presentation will require independent research. Students will also be required to submit two (700 word) essays on topics related 

to what we will discuss in class. 

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours. 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(30%)/Essay 1(10%)/Essay 2(15%)/Discussions (evaluated 5 times)(25%)/Vocabulary quizzes 

(2)(10%)/Attendance(10%) 
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Students are urged to attend all classes. 10% of the grade is awarded for perfect attendance 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Datesman, M.K; Crandall, J.; Kearny, E.N.. 2014. American Ways, 4th ed.. Pearson 

Students should purchase the textbook from the university bookstore and bring to every class. 

 

参考文献（Readings） 

Other materials will be provided by the instructor. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ８ 

(English Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Short Stories by American Immigrant Writers 

担当者名 

（Instructor） 
ヨッフェ，Ｌ．(YOFFE LEONID G.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM207 

 

授業の目標（Course Objectives） 

The objective of this course is to improve students’ knowledge and understanding of immigrant writers in America; to enhance 

their ability to read and discuss literary texts, and to raise awareness of the relevant socio-historical themes. 

 

授業の内容（Course Contents） 

The focus of the course is on reading and analyzing the prose of several prominent American immigrant writers. The works we 

will study look at the experiences of growing up and living in ethnic America. The short stories will form the basis for the 

discussions of the socio-cultural and historical issues of American society. Students will be expected to complete reading and 

writing assignments, do independent research, and actively participate in classroom discussions.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Course orientation: expectations and syllabus review 

2. Story 1 (tbd) 

3. Story 1 (cont'd.) 

4. Story 2 (tbd) 

5. Story 2 (cont'd) 

6. Story 3 (tbd) 

7. Story 3 (cont'd) 

8. Story 4 (tbd) 

9. Story 4 (cont'd) 

10. Story 5 (tbd) 

11. Story 5 (cont'd) 

12. Presentations (1) 

13. Presentations (2) 

14. Presentations (3) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Studens will be required to complete all readings at home and come to class prepared to participate in discussions. Students 

will  also be required to make one presentation at the end of the course and to submit two essays.  

 

Average preparation time for each class: 1.5 - 2 hours.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Presentation(40%)/Essay (1)(10%)/Essay 2(15%)/Discussions (evaluated on five occasions)(25%)/Attendance and 

participation(10%) 

Students are urged to attend every class. 

 

テキスト（Textbooks） 

Textbook to be decided shortly.  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 ９ 

(English Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
East is East 1: Interpretations of Asia in Western Cinema 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM209 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is fundamentally concerned with the ways in which Western (pre)conceptions of the orient are reinforced through 

film and literature. The course uses films (and texts) about the East, directed or written by Westerners, to identify important 

historical, cultural and artistic themes and moments in representations and misrepresentations of Asian cultures. The focus for 

this semester will be on representations of Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research for group projects and extra-curricular topics. 

The classes will be built around understanding issues raised by the screened films and texts: the othering of cultures; the 

stereotyping of gender and race; the politics of the representation of the orient; the differences between legitimate perspective 

and propaganda; the sexual fascination with the East portrayed in popular Western culture; and the technical and philosophical 

considerations when screenplays are adapted from literary novels. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction to key concepts in orientalism. Analysis of written samples to assess L2 levels. The depiction of Japan in 

Western cinema. Political and societal impulses in Eurocentric (Western) perspectives of Japan. 

2. The evolution and devolution of empire. Four cultural representations in <I>Empire of the Sun</I>. 

3. <I>Empire of the Sun</I>. Class discussion and analysis. 

4. <I>Madame Butterfly</I> revisited: <I>Sayonara</I> 

5. <I>Sayonara</I>. Class discussion and analysis. 

6. Culture shock: Cultural and linguistic translation in <I>Lost in Translation</I>. 

7. <I>Lost in Translation</I>. Class discussion and analysis. 

8. Betrayal and Revenge: Gender, culture and genre in <I>Kill Bill : Vol. 1</I> 

9. <I>Kill Bill : Vol. 1</I> Class discussion and analysis. 

10. The romantic "other": Historical revisionism in <I>The Last Samurai</I>. 

11. <I>The Last Samurai</I>. Class analysis and discussion. 

12. The erotic and the exotic: <I>Memoirs of a Geisha</I>. 

13. <I>Memoirs of a Geisha</I>. Class analysis and discussion. 

14. Review of key themes and strategies in cinematic representations of Japan. In-class course coverage test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

No textbook is required. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １０ 

(English Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
East is East 2: Interpretations of Asia in Western Cinema 

担当者名 

（Instructor） 
ウィルソン(WILSON,BERNARD F.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM209 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course is fundamentally concerned with the ways in which Western (pre)conceptions of the orient are reinforced through 

film and literature. The course uses films (and texts) about the East, directed or written by Westerners, to identify important 

historical, cultural and artistic themes and moments in representations and misrepresentations of Asian cultures. The focus for 

this semester will be on representations of a number of different Asian cultures other than Japan. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Classes will comprise a mixture of lectures, screenings, discussions, research for group projects and extra-curricular topics. 

The classes will be built around understanding issues raised by the screened films and texts: the othering of cultures; the 

stereotyping of gender and race; the politics of the representation of the orient; the differences between legitimate perspective 

and propaganda; and the sexual fascination with the East portrayed in popular Western culture. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Review/introduction of core concepts in orientalism from first semester. 

2. India: <I>A Passage to India</I>. E.M Forster's source material. Historical background. 

3. <I>A Passage to India</I>. Religion, culture and identity. 

4. <I>A Passage to India</I>. Class discussion and analysis. 

5. China: <I>The Last Emperor</I>. Historical background. Political ideologies. 

6. <I>The Last Emperor</I>. Class discussion and analysis. 

7. <I>Heart of Darkness</I>. Introduction to Joseph Conrad's source material set in Africa. Discussion of the philosophical 

concerns of literary adaptation. 

8. Vietnam: <I>Apocalypse Now</I>. The search for other; the search for self. 

9. <I>Apocalypse Now</I>. Class discussion and analysis. 

10. Cambodia: <I>The Killing Fields</I>. Historical background. Journalistic ethics. American foreign policy. 

11. <I>The Killing Fields</I>. Class discussion and analysis. 

12. Indonesia: <I>The Year of Living Dangerously</I>. Historical background. Australia's relationship with Southeast Asia. 

13. <I>The Year of Living Dangerously</I>. Class discussion and background. 

14. Review of key themes and strategies in cinematic representations of Asia. In-class course coverage test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students will be expected to attend every class and to actively participate in discussions, group work and extra-curricular 

research. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/In-class analysis, participation and research(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook is required. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １１ 

(English Seminars 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<I> The Great Gatsby </I> 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Class members will be given the opportunity to enhance their present understanding of the elements and techniques of English-

language prose fiction through the close reading and discussion of an important twentieth-century American novel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This English-only course will offer class members the opportunity to read and discuss F. Scott Fitzgerald's novel <I> The Great 

Gatsby </I>. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <I> The Great Gatsby </I> on Film 1 

2. <I> The Great Gatsby </I> on Film 2 

3. F. Scott Fitzgerald - Biographical Background.  Homework. 

4. <I> The Great Gatsby </I> - Intertextuality, Historical and Social Context. Homework. 

5. Chapter 1.  

Homework. 

6. Chapter 2. 

Homework. 

7. Chapter 3. 

Homework. 

8. Chapter 4. 

Homework. 

9. Chapter 5. 

Homework. 

10. Chapter 6. 

Homework. 

11. Chapter 7. 

Homework. 

12. Chapter 8. 

Homework. 

13. Chapter 9. 

Homework. 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Class members will be expected to come to class fully prepared in terms of familiarity with the assigned chapter.  Homework 

tasks must be completed and submitted on time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Homework.(40%)/Final Test.(40%)/Participation in Classroom Activities.(20%) 

Class members will be expected to take part in both group and class discussions on assigned material. Regular attendance is 

required.  Three or more unexcused absences will result in a D grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. F. Scott Fitzgerald. 2000. <I> The Great Gatsby </I>. Penguin (978-0-141-18) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １２ 

(English Seminars 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
<I> Ethan Frome </I> 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM211 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Students will be given the opportunity to enhance their present understanding of the elements and techniques of English-

language prose fiction through the close reading and discussion of an important early twentieth-century American novel. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This English-only course will offer students the opportunity to read and discuss Edith Wharton's novel <I> Ethan Frome </I>. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. <I> Ethan Frome </I> and film 1 

2. <I> Ethan Frome </I>and film 2 

3. Edith Wharton - Biographical background. 

Homework 

4. <I> Ethan Frome </I>- Intertextuality, Historical Background and Social Context. 

Homework. 

5. Prologue' and Chapter 1 

Homework 

6. Chapter 2 

Homework 

7. Chapter 3 

Homework 

8. Chapter 4 

Homework 

9. Chapter 5 

Homework 

10. Chapters 6 and 7 

Homework 

11. Chapter 8 

Homework 

12. Chapter 9 and 'Epilogue' 

Homework 

13. Summing Up 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Class members will be expected to come to class fully prepared in terms of familiarity with the assigned chapter.  Homework 

tasks must be completed and submitted on time. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test.(40%)/Homework.(40%)/Participation in Classroom Activities.(20%) 

Class members will be expected to take part in both group and class discussions on assigned material. Regular attendance is 

required.  Three or more unexcused absences will result in a D grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Edith Wharton. 2005. <I> Ethan Frome </I>. Penguin (ISBN:0-14-243780-8) 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １３ 

(English Seminars 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Film Genre - Part 1 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Class members will be given the opportunity to experience film as an academic subject.  They will be introduced to the 

concept of genre as it applies to film and will also encounter the technical vocabulary of film. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Part one of a two-semester survey and analysis of genre in film using examples of American cinema 1930 - 2000.  Please note 

that the schedule for this class is provisional and may change as the class proceeds.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Genre and Film Genre - an Introduction. 

2. The Western Part 1 

3. The Western Part 2 

Homework 

4. The Western Part 3 

5. The Western Part 4 

Homework 

6. The Western Part 5 

7. The Western Part 6 

Homework 

8. Film Noir Part 1 

9. Film Noir Part 2 

Homework 

10. Film Noir Part 3 

11. Film Noir Part 4 

Homework 

12. Film Noir Part 5 

13. Film Noir Part 6 

Homework 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be aware that this class will carry a substantial reading load in addition to a written homework assignment 

every other week.  Students may also be required to watch films in their own time and at their own expense.  Students will be 

expected to come to class fully prepared and ready to take part in both group and class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final Test.(40%)/Homework.(40%)/Group and Class Discussions.(20%) 

Regular attendance is required. Three or more unexcused absences will result in a D grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no set textbook for this class.  All necessary materials will be provided in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Class members may find these texts to be of interest:  

<I> An Introduction to Film Genres </I> - Lester Friedman, David Desser,  Norton (2013) 

<I> Introduction to Film Studies </I> - Jill Neimes, Routledge (2011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／英語表現演習 １４ 

(English Seminars 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Film Genre - Part 2 

担当者名 

（Instructor） 
コリンズ，Ｃ．(COLLINS,CLIVE STUART) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL3811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
申込カード記入用科目コード：AM213 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Class members will be given the opportunity to experience film as an academic subject.  They will be introduced to the 

concept of genre as it applies to film and will also encounter the technical vocabulary of film. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Part 2 of a two-semester survey and analysis of genre in film using examples of American cinema 1930 - 2000.  Please note 

that the schedule for this class is provisional and may change as the class proceeds.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. The Science Fiction Film  - Part One 

2. The Science Fiction Film - Part Two 

Homework 

3. The Science Fiction Film - Part Three 

4. The Science Fiction Film - Part Four 

Homework 

5. The Musical - Part One 

6. The Musical - Part Two 

Homework 

7. The Suspense Film - Part One 

8. The Suspense Film - Part Two 

Homework 

9. The Comedy Thriller - Part One 

10. The Comedy Thriller - Part Two 

Homework 

11. The War Film - Part One 

12. The War Film - Part Two 

Homework 

13. The Documentary Film 

Homework 

14. Final Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Students should be aware that this class will carry a substantial reading load in addition to a written homework assignment 

every other week.  Students may also be required to watch films in their own time and at their own expense.  Students will be 

expected to come to class fully prepared and ready to take part in both group and class discussions. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Final  Test.(40%)/Homework.(40%)/Group and Class Discussions.(20%) 

Regular attendance is required. Three or more unexcused absences will result in a D grade. 

 

テキスト（Textbooks） 

There is no set textbook for this class.  All necessary materials will be distributed in the class. 

 

参考文献（Readings） 

Class members may find these texts to be of interest:  

<I> An Introduction to Film Genres </I> - Lester Friedman, David Desser,  Norton (2013) 

<I> Introduction to Film Studies </I> - Jill Neimes, Routledge (2011) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM301／文学講義 １ 

(Lectures on Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説１ 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で成立したのかについて学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界言語としての地位を築きつつある現代英語の長所と欠点について英語の歴史を通して具体的に理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 現代英語の多文化的特徴と世界共通語としての未来 

2. 英語の起源とその歴史 1 

3. 英語の起源とその歴史 2 

4. ブリテン島初期の歴史  

5. ケルト語・ケルト文化の影響 1 

6. ケルト語・ケルト文化の影響 2 

7. アングロ・サクソン時代の言語と文学 1 

8. アングロ・サクソン時代の言語と文学 2 

9. ヴァイキングの侵入とその影響 1 

10. ヴァイキングの侵入とその影響 2 

11. ノルマン征服とフランス語の影響 1 

12. ノルマン征服とフランス語の影響 2 

13. ノルマン征服とフランス語の影響 3 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

英語の歴史についての関連書を通して、毎週の項目について事前に学習することを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては最初の授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Albert  C. Baugh & T. Cable. 2013. <I>A History of the English Language</I>. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

その他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM302／文学講義 ２ 

(Lectures on Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語学概説２ 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代英語の多文化的、言語的特質がどのような歴史的な経緯で成立したのかについて学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界共通言語としての地位を築きつつある現代英語の長所と欠点について英語の歴史を通して具体的に理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代英語の利点と欠点の誕生１ 

3. 現代英語の利点と欠点の誕生２ 

4. ルネサンス期の英語を取り巻く状況 1 

5. ルネサンス期の英語を取り巻く状況 2 

6. ルネサンス期の英語を取り巻く状況 3 

7. 標準語成立までの歴史 1 

8. 標準語成立までの歴史 2 

9. 英語辞書の歴史と現代英語の特質 

10. イギリス英語とアメリカ英語の特徴 1 

11. イギリス英語とアメリカ英語の特徴 2 

12. 英語の広がり 1 

13. 英語の広がり 2 

14. 英語の広がり 3 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連する研究書を通して、取り扱う事項について事前に予習することを勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(20%)/リアクションペーパー(40%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストについては、最初の授業で紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. C. Baugh & T. Cable. 2013. <I>A History of the English Language</I>. Routledge (ISBN:978-0-205-22939-0) 

2. 唐澤一友、2011、『英語のルーツ』、春風社 (ISBN:978-4-86110-283-7) 

3. 唐澤一友、2016、『世界の英語ができるまで』、亜紀書房 (ISBN:978-4-7505-1469-7) 

他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM303／文学講義 ３ 

(Lectures on Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説１ 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

17 世紀末までのイギリス文学を概観し、その流れをつかむ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古英詩の時代から 17 世紀末までのイギリス文学を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適宜、

音声や映像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩と中世物語詩の世界（『ベーオウルフ』、ウィリアム・ラングランド） 

3. ジェフリー・チョーサー 

4. ルネサンス期の英語ソネット（サリー伯、フィリップ・シドニー） 

5. ルネサンス期の物語詩（エドマンド・スペンサー）と散文（ジョン・リリー） 

6. テューダー朝の演劇（トマス・キッド、クリストファー・マーロウ） 

7. ウィリアム・シェイクスピア（１） 

8. ウィリアム・シェイクスピア（２） 

9. ウィリアム・シェイクスピア（３） 

10. ジャコビアン演劇（ベン・ジョンソン、ジョン・ウェブスター） 

11. 形而上詩人（ジョン・ダン、ジョージ・ハーバート、アンドルー・マーヴェル） 

12. ジョン・ミルトンとジョン・バニヤン 

13. ジョン・ドライデンと王政復古期の演劇 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の当該個所を必ず事前に読んでおくこと。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その

場で読めるように辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業内に行なうミニテスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM304／文学講義 ４ 

(Lectures on Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文学概説２ 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観し、イギリス文学に関する広い基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

18 世紀から現代までのイギリス文学史を概観する。基本的には、教科書に沿った講義形式で授業を進めるが、適宜、音声や映

像の資料も用いながら多角的に作品に触れる。また、授業時にリアクション・ペイパーを提出してもらうことで、学生の側の参加を

求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 小説の勃興（デフォーとリチャードソン） 

3. 新古典主義と英語の標準化（サミュエル・ジョンソンほか） 

4. 18 世紀の諷刺文学と喜劇（スウィフト、ゴールドスミス、シェリダン） 

5. ロマン派の詩（ワーズワス、キーツ、シェリー） 

6. 19 世紀初頭の小説と女性作家（メアリ・シェリーとジェイン・オースティン） 

7. ヴィクトリア朝小説（1）（ディケンズ） 

8. ヴィクトリア朝小説（2）（ブロンテ姉妹） 

9. 世紀末文学（ワイルドほか） 

10. モダニズム詩（イェイツとエリオット） 

11. モダニズムとポストモダニズム（ウルフとマードック） 

12. 不条理演劇（ベケットとピンター） 

13. 拡大する〈英〉（語圏）文学（ラシュディ、クッツェー、イシグロ） 

14. 試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業計画に従って、教科書の該当作家のページを必ず事前に読んでおくこと（個々の作家の背景にまで授業内で説明する時間

がないため、読んでいるという前提で講義を進める）。授業時に配布する作品テクストのコピーについては、その場で読めるように

辞書を必ず持参すること。また、英文が難しかったところがあれば、授業後に読み返して内容を復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業貢献度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石塚久郎（編）、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:9784384057492) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM305／文学講義 ５ 

(Lectures on Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説１ 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・カリキュラム・マップに示された「英語および英米文学・文化について広く深い理解を持つ」ことができるよう、植民地時代から南

北戦争後のリアリズム勃興期に至るまでのアメリカ文学史の基礎を習得します。 

・文化的、社会的背景と照らし合わせながら、テクストの抜粋を味わいます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 文学研究を志すためには文学史の流れを習得することが欠かせません。逆説的なことに、歴史へ反旗を翻した文学者や思想

家たちこそ歴史を強く意識していたのです。過去と無縁に思える現代に生きる私たちこそ、歴史のなかに現代を見いだすべきでし

ょう。 

 そこで本講義では、植民地時代から南北戦争後のリアリズム勃興期へ至るアメリカ文学史を学習します。作家名や作品名とい

う固有名詞の羅列を暗記するのではなく、文化的、社会的背景とその変化と照らし合わせながら、作家たちの格闘の足跡をみず

から追体験します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. ピューリタン文学 

3. ベンジャミン・フランクリンほか 

4. ワシントン・アーヴィングほか 

5. ジェイムズ・フェニモア・クーパーほか 

6. エドガー・アラン・ポウほか 

7. ラルフ・ウォルド・エマソンほか 

8. ヘンリー・デイヴィッド・ソローほか 

9. ナサニエル・ホーソーンほか 

10. ハーマン・メルヴィルほか 

11. ウォルト・ホイットマンほか 

12. エミリー・ディキンソンほか 

13. マーク・トウェインほか 

14. 期末筆記テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後にオンラインでおこないます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/不定期のリアクションペーパー(20%) 

なお、4 回以上の欠席がある場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡辺利雄、2011、『講義アメリカ文学史入門編』、研究社 (ISBN:4327472221) 

2. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM306／文学講義 ６ 

(Lectures on Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文学概説２ 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観することで、主要作家・作品に関する基礎的な知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀末から現代にかけてのアメリカ文学史を概観し、アメリカ文学研究に必須の知識を身につける。作品の背後にある歴史

的・社会的背景を理解することで、自分勝手にではなく、学問の蓄積に依拠しながら、個々の文学作品を読めるようになる。 

 

以下の授業計画では、文学史的潮流ごとの中心的な作家名を列挙しているが、実際の授業ではより広範なアメリカ作家を網羅す

る予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、南北戦争後のアメリカ社会 

2. リアリズム（１）：Mark Twain、William Dean Howells 

3. リアリズム（２）：Henry James を中心に 

4. フェミニズムと文学：Kate Chopin を中心に 

5. 自然主義：Theodore Dreiser、Jack London 

6. モダニズム（１）：Scott Fitzgerald を中心に 

7. モダニズム（２）：William Faulknerを中心に 

8. モダニズム（３）：Ernest Hemingway を中心に 

9. 人種とアメリカ文学（１）：Ralph Ellison、Barnard Malamud 

10. 人種とアメリカ文学（２）：Toni Morrison を中心に  

11. ポストモダン（１）：Kurt Vonnegut、Raymond Carver 

12. ポストモダン（２）：Thomas Pynchon を中心に 

13. 21 世紀アメリカ文学概観 

14. 授業内期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

＊教科書を使用して必ず予習・復習すること。 

 

＊授業で紹介した作家に興味を持ったら、実際に作品を読んでみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/レスポンスペーパー、授業態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 渡辺利雄、2016、『講義アメリカ文学史 入門編』、研究社 (ISBN:4327472220) 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:477540170X) 

2. 柴田元幸、2000、『アメリカ文学のレッスン』、講談社 (ISBN:4061495011) 

3. 亀井俊介、1997、『アメリカ文学史講義』全 3 巻、南雲堂 (ISBN:4523292450) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM307／文学講義 ７ 

(Lectures on Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文１ 

担当者名 

（Instructor） 
久野 陽一(KUNO YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスの文学・文化と歴史を、ブリテン島を含むヨーロッパ、アフリカ大陸、アメリカ大陸、カリブ海域などの環大西洋という視点

からとらえ直し、現代の（ポストコロニアルな）視点から再検討することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では緩やかに時代を追いながら長い 18 世紀（17 世紀終わりから 19 世紀初め）のイギリス文学における黒人表象と、英

語圏ではこの時代にはじめて成立したとも言える黒人文学を考察します。環大西洋奴隷貿易がピークに達すると同時に、奴隷貿

易廃止運動もまた活発になる時代において、黒人がどのように描かれたのか、また、黒人自ら何をどのように描いたのか分析す

ることによって、従来とは異なった形で 18 世紀のイギリス文学を捉えてみましょう。取り上げる文献は主に散文作品ですが、関連

する韻文作品や絵画などについても紹介する予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 環大西洋奴隷貿易とイギリス文学 

3. 黒人表象（1）：初期近代概観 

4. 黒人表象（2）：Oroonoko 

5. 黒人表象（3）：Robinson Crusoe 

6. 黒人表象（4）：William Hogarth 

7. 黒人文学の誕生 

8. Laurence Sterne と Ignatius Sancho 

9. Ignatius Sancho 書簡集 

10. James Albert Ukawsaw Gronniosaw 

11. Quobna Ottobah Cugoano 

12. Olaudah Equiano の自伝 

13. Olaudah Equiano と奴隷貿易廃止運動 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

扱う文献作品の多くは立教大学図書館所蔵のデータベース Eighteenth Century Collections Online (ECCO) で利用可能なの

で、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM308／文学講義 ８ 

(Lectures on Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス散文２ 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリスによる植民地支配の歴史、および脱植民地化の状況と深いかかわりを持つ四人の作家の代表的な作品を取り上げ、詳

しく解説することで、コロニアリズム／ポストコロニアリズムと文学の関わりへの視座を獲得してもらう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

<I>Heart of Darkness</I> (Joseph Conrad, 1902)、 <I>Things Fall Apart</I> (Chinua Achebe, 1958)、<I>Life & Times of Michael 

K</I> (J. M. Coetzee, 1983)、<I>Half of a Yellow Sun</I> (Chimamanda Ngozi Adichie, 2006) という、いずれも植民地／ポスト植

民地の状況を題材としつつ、それぞれに際立った個性を持つ作品の重要部分をプリントで配布し、その語りのあり方を検討してゆ

く。また、作品全体が持つ文学史的な意義や、その歴史的・文化的背景にも言及する。 

 

毎回、レスポンスペーパーを提出してもらう。レスポンスペーパーには、必ず「作品理解を進めるために質問してみたい点」を書き

添えること。特に有意義な質問は次の回の授業で紹介し、その回のレスポンスペーパーで各人に答えてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Joseph Conrad, <I>Heart of Darkness</I> を読む (1) 

3. Joseph Conrad, <I>Heart of Darkness</I> を読む (2) 

4. Joseph Conrad, <I>Heart of Darkness</I> を読む (3) 

5. Chinua Achebe, <I>Things Fall Apart</I> を読む (1) 

6. Chinua Achebe, <I>Things Fall Apart</I> を読む (2) 

7. Chinua Achebe, <I>Things Fall Apart</I> を読む (3) 

8. J. M. Coetzee, <I>Life & Times of Michael K</I> を読む (1) 

9. J. M. Coetzee, <I>Life & Times of Michael K</I> を読む (2) 

10. J. M. Coetzee, <I>Life & Times of Michael K</I> を読む (3) 

11. Chimamanda Ngozi Adichie, <I>Half of a Yellow Sun</I> を読む (1) 

12. Chimamanda Ngozi Adichie, <I>Half of a Yellow Sun</I> を読む (2) 

13. Chimamanda Ngozi Adichie, <I>Half of a Yellow Sun</I> を読む (3) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの学生を当て、質問したり、発言してもらったりするようにしたい。そのため、プリントで配られた箇所の丹念な予習は

必須。また、作品の全体も、翻訳でもよいのであらかじめ読んでおいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レスポンスペーパー、授業への積極的取り組み(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布する 

 

参考文献（Readings） 

1. 本橋哲也、岩波新書、『ポストコロニアリズム』、2005 (ISBN:400430928X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM309／文学講義 ９ 

(Lectures on Literature 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文１ 

担当者名 

（Instructor） 
余田 真也(YODEN SHINYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・アメリカ史と先住民が不可分であるように、アメリカ文学においても先住民は重要な位置を占めています。本講義ではアメリカ文

学と先住民との関わりを、歴史・社会・文化的な文脈との相関のなかで多角的に考察します。 

・この授業を通じて、アメリカ文学史への理解を深めるとともに、先住民の文学・文化に関する素養を培い、文学におけるマイノリ

ティ研究への適切な視座と方法を獲得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先住民からみるアメリカ文学という趣向で、〈アメリカ発見〉以前から現代までのアメリカ史の要点をゆるやかにたどり、アメリカ文

学と先住民文学という二つの系譜を関連づけながら講義し、異貌のアメリカ文学を炙りだします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アメリカと先住民：Indian Imagery and Native Reality 

2. 新世界の先住民：Oral Tradition 

3. アメリカ植民地と先住民：Captivity Narrative 

4. インディアン戦争と先住民：Historical Romance 

5. アメリカ・ルネサンスと先住民：National Literature 

6. ノスタルジアと先住民：Frontier Literature 

7. 部族社会の変容：Native Autobiography and Literature 

8. プリミティヴィズムと先住民：Modernism 

9. 黒人と先住民：Afro-Native American Literature 

10. 先住民作家の自己成型：Native American Renaissance 

11. 冷戦時代のインディアン：Postmodernism, Counterculture, Ecology 

12. ポストコロニアル・インディアン：Contemporary Native Literature 

13. 映画の先住民：Hollywood, Western, Alternative 

14. 総括および授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で取り上げた事項や作家について調べたり、紹介する文学作品や映像資料を参照したりして、理解を深化拡大させることを

期待します。授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト 3 回(60%) 

最終テストでは、授業で取り上げた作品に関する時間外学習の成果を論述してもらう予定です。欠席が授業回数の３分の１を越

える受講者は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する予定です。 

 

参考文献（Readings） 

1. 阿部珠理編、2016 年、『アメリカ先住民を知るための 62 章』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4419-5) 

2. 余田真也、2012 年、『アメリカ・インディアン・文学地図─赤と白と黒の遠近法』、彩流社 (ISBN:978-4-7791-1776-3) 

その他は必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・授業は講義形式で進め、随時、視聴覚教材を用います。 

・小テストの後にフィードバックを行います。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM310／文学講義 １０ 

(Lectures on Literature 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ散文２ 

担当者名 

（Instructor） 
石原 剛(ISHIHARA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代アメリカ文学の源流<I>Adventures of Huckleberry Fin</I>とアメリカ文化の関係を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マーク・トウェインの<I>Adventures of Huckleberry Finn</I>（1885 年）を同時代のアメリカの文化社会背景との関連を重視しなが

ら、毎週５－６章ほどのペースで読み進めていく。授業では、それぞれの章における重要テーマに加えて、トウェインの文学観や

人生観、また関連するアメリカ文化・社会背景を示す様々なヴィジュアル資料を紹介しつつ解説する。古い作品の中にも現代アメ

リカの理解に通じる新しい発見があることを実感してもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. トウェインは本当に死んだのか？ 

2. 作家、マーク・トウェインの誕生 

3. 金ぴか時代の子、トウェイン 

4. 『ハック・フィン』誕生 

5. ハックの語りに耳をすませば… 

6. トム ・ソーヤー vs. ハック・フィン 

7. ハックの嘘と孤独 

8. ジム、あなどるなかれ 

9. ハックの恋？ 

10. 運命の決断とその後 

11. フェルプス農場論争 

12. 『ハック・フィン』への愛と憎悪 

13. 『ハック・フィン』と文化戦争・ビデオ視聴 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）<I>Adventures of Huckleberry Finn</I>（1885 年）を同時代のアメリカの文化社会背景との関連を重視しながら毎週５－６章ほ

どのペースで読み進めていく 

２）受講者は、その日の授業内容に関するコメントの作成を授業中ないしは授業後に行ってもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/課題・出席(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. トウェイン／土屋京子訳、2014 年、『ハックルベリー・フィンの冒険』上巻、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4-334-75292-7) 

2. トウェイン／土屋京子訳、2014 年、『ハックルベリー・フィンの冒険』下巻、光文社古典新訳文庫 (ISBN:978-4-334-75293-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石原剛、2016 年、『マーク・トウェイン―人生の羅針盤、弱さを引き受ける勇気』、NHK出版 

2. 石原剛、2008 年、『マーク・トウェインと日本―変貌するアメリカの象徴』、彩流社 

3. 亀井俊介他編、2010 年、『マーク・トウェイン文学・文化事典』、彩流社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM311／文学講義 １１ 

(Lectures on Literature 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩１ 

担当者名 

（Instructor） 
笹川 渉(SASAKAWA WATARU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・様々な英詩の形式と表現を理解することができる 

・詩の分析を通じて同時代の歴史的、政治的、文化的背景を理解することができる 

・他の文学作品との関連を見出すことができる 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この講義では、初期近代から２０世紀までのイギリス詩を取り上げ、「詩」を精読することの楽しさを体験し、その楽しさを文学研

究としてのレベルに到達させるための視座を養うことを目指します。 

 各回共通するテーマを描いた２篇程度の作品を取り上げます。その詩型や修辞法、また作者の伝記的事実、その作品が書か

れた時代背景といった歴史的コンテクストを視野に入れることで、どのような解釈が可能であるのかを受講者と共に議論しなが

ら、作品を深く理解することを目指します。 

 授業では、作者や時代背景について担当者が講義をした後、作品の読解に入ります。受講者は指定の作品についての疑問点

や問題点を提起し、それについて全員で議論をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：創造者としての自然（Shakespeare, Burns） 

2. Carpe diem （Robert Herrick, Seamus Heaney） 

3. 恋人を描く（William Shakespeare, Edmund Spenser） 

4. 歴史を描く（John Milton, P. B. Shelley） 

5. インスピレーション（John Keats, Seamus Heaney） 

6. 世界劇場（Spenser, Shakespeare） 

7. 詩を書くことの意味１（Keats, W. B. Yeats） 

8. 詩を書くことの意味２（Shakespeare, Spenser） 

9. 最愛の人の死と神（John Donne, Milton) 

10. 宗教詩と奇想（George Herbert） 

11. 人生と信仰（C. Rossetti, Emily Brontë） 

12. 第一次世界大戦（Philip Larkin, Rupert Brooke） 

13. 魂の飛翔（Spenser, S. T. Coleridge） 

14. まとめ、レポート準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前にその日の作品を精読し、あらかじめ与えられた疑問点について事前に考えておくことを求めます。また、授業後には作

品についての受講者のコメントを読みながら作品を再読し、さらに理解を深めるように努めてもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回のリアクションペーパー(40%)/問題点への事前の取り組み、授業への参加(20%) 

2/3 以上出席をしていない場合は、成績評価の対象となりません。 

 

テキスト（Textbooks） 

各回プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

平井正穂編, 『イギリス名詩選』, （岩波書店, 1991）, John Lennard, ed., <I>The Poetry Handbook,</I> 2nd edn (Oxford UP, 2006) 

授業中に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

視聴覚教材も適宜用いて作品の理解を深めていきます。 
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注意事項（Notice） 
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■AM312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM312／文学講義 １２ 

(Lectures on Literature 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米詩２ 

担当者名 

（Instructor） 
飯野 友幸（IINO TOMOYUKI ） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 8 月 23 日付変更 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：江田 孝臣(EDA TAKAOMI)→飯野 友幸（IINO TOMOYUKI ） 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、成績評価方

法・基準、テキスト、参考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

19 世紀と 20 世紀のアメリカ詩を講読し、その展開における諸問題を学ぶことを目標とする。 

 

【変更以前の記載内容】 

19 世紀と 20 世紀のアメリカの詩に親しみ、その展開と詩人の多様性について一定の理解を得ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

19 世紀の Edgar Allan Poe から 20 世紀の Postmodern の詩人たちまで取り上げる。毎回、代表的な作品を読みながら、歴史的・

文学的・文化的意義について論じる。その際、1)自然と都市、2)音楽との関連、という問題に具体的に焦点を当てながら、「世界に

向けて自己をどのように発信するか」ということを考えてみたい。第 2 回以降 13 回まで、その日に読む詩について授業開始時に

簡単な小テストを行う。人数次第では active learning も取り入れたい。 

 

【変更以前の記載内容】 

19 世紀の Edgar Allan Poe から 20 世紀の Postmodernismの詩人たちまでを取り上げる。毎回、代表的な作品 1, 2 篇を丹念に

読みながら、その愉しみ方を紹介し、伝記的・歴史的背景、文学史的意義等について話す。教科書、プリント（必要に応じて前週

に配布）、パワーポイントを用いる。詩の朗読はできる限り詩人自身による録音を用いる。入手可能な映像資料も用いる。第 2回

以降第 14 回まで、毎回授業についての短いコメント、質問を書いてもらう(3 点 x13 回=39 点。白紙、授業と無関係な内容は 0

点。優れたコメント、授業に貢献する情報を含む場合は 3 点)。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】イントロダクション 

【変更以前の記載内容】授業の進め方について 

2. 【変更後】Edgar Allan Poe & Henry Wadsworth Longfellow 

【変更以前の記載内容】Henry Wadsworth Longfellow 

3. 【変更後】Walt Whitman & Emily Dickinson 

【変更以前の記載内容】Edgar Allan Poe 

4. 【変更後】Robert Frost & Wallace Stevens 

【変更以前の記載内容】Walt Whitman 

5. 【変更後】William Carlos Williams & Ezra Pound 

【変更以前の記載内容】Emily Dickinson 

6. 【変更後】T. S. Eliot 

【変更以前の記載内容】Edgar Lee Masters and Carl Sandburg 

7. 【変更後】Langston Hughes & the Blues 

【変更以前の記載内容】Robert Frost 

8. 【変更後】Marianne Moore & E. E. Cummings 

【変更以前の記載内容】Wallace Stevens 

9. 【変更後】John Berryman & Robert Lowell 

【変更以前の記載内容】William Carlos Williams 

10. 【変更後】Elizabeth Bishop 

【変更以前の記載内容】Ezra Pound  

11. 【変更後】Adrienne Rich & Sylvia Plath 

【変更以前の記載内容】Langston Hughes 

12. 【変更後】Allen Ginsberg & Gary Snyder 

【変更以前の記載内容】Sylvia Plath 
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13. 【変更後】John Ashbery & Frank O'Hara 

【変更以前の記載内容】Gary Snyder 

14. 【変更後】最終テスト 

【変更以前の記載内容】Allen Ginsberg 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

事前学習：前週に指示する教科書掲載の作品を精読してくること。事後学習：授業における講義をふまえて、作品を再読するこ

と。 

 

【変更以前の記載内容】 

事前学習： 前週に指示する教科書掲載の作品あるいは前週に配布するプリント掲載の作品を、辞書を引きながら自力で読むこ

と（電子辞書は、英和辞書「リーダーズ・プラス」搭載のものが望ましい）。 

事後学習： 授業における解説を踏まえて、作品を二度三度読み直すことが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業開始時の小テスト(30%)/授業参加度(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

【変更以前の記載内容】最終レポート(Final Report)(40%) 、コメント点（3x13=39 点）(39%) 、出席および受講姿勢点（1.5x14=21

点）(21%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 亀井・川本編、1993、『アメリカ名詩選』、岩波文庫 (ISBN:978-4003233511) 

【変更以前の記載内容】 

亀井俊介・川本皓嗣編『アメリカ名詩選』岩波文庫（1993）ISBN4-00-323351-4 

 

参考文献（Readings） 

1. Alan Shucard  . 1990. <I>American Poetry: The Puritans Through Walt Whitman</I>. U of Massachusetts P (ISBN:978-

0870237195) 

2. Alan Shucard 他. 1990. <I>Modern American Poetry, 1865-1950</I>. U of Massachusetts P (ISBN:978-0870237201) 

3. 飯野友幸、2005、『ジョン・アッシュベリー』、研究社 (ISBN:978-4327472085) 

4. 飯野友幸編著、2002、『ブルースに囚われて』、信山社 (ISBN:978-4797290653) 

【変更以前の記載内容】 

金関寿夫『アメリカ現代詩ノート』研究社（1977） 

金関寿夫『アメリカ現代詩を読む』思潮社（1997） 

D・W・ライト編『アメリカ現代詩 101 人集』思潮社（1999） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【変更以前の記載内容】 

http://www.f.waseda.jp/te21/eda-top.htm 

 （早稲田大学文学学術院 江田孝臣研究室ホームページ） 

 

注意事項（Notice） 
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■AM313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM313／文学講義 １３ 

(Lectures on Literature 13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア１ 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

上演という側面からシェイクスピア戯曲を考察し，あわせて西洋演劇史に関する基礎的な知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピア戯曲の上演史を概観し，台本，演戯スタイル，劇場形態の変遷を概説する。また，日本から世界に発信されたシェ

イクスピア上演にも言及する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イングランド中世演劇の世界 

2. シェイクスピアの劇場（１）――シェイクスピア登場前夜（１） 

3. シェイクスピアの劇場（２）――シェイクスピア登場前夜（２） 

4. シェイクスピアの劇場（３）――劇場と上演 

5. シェイクスピアの劇場（４）――ハムレットの演劇論 

6. 王政復古と劇場再開 

7. １８世紀――「スター」誕生 

8. １９世紀――スペクタクルの時代とロマン派のシェイクスピア崇拝 

9. 演出家の世紀（１）――リアリズムと反リアリズム 

10. 演出家の世紀（２）――古典の現代化 

11. 演出家の世紀（３）――「プリテクスト」としてのシェイクスピア 

12. 日本からの発信（１）――鈴木忠志 

13. 日本からの発信（２）――蜷川幸雄 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては、評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM314／文学講義 １４ 

(Lectures on Literature 14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア２ 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この講義の目標は以下の２つです。 

１ シェイクスピアの戯曲を英語と日本語訳で読みながら、特定の台詞や場面の意味が解釈できる。 

２ シェイクスピア演劇の上演や映画化を観たときに、特定の場面の演出に、演出家や映画監督のどのようなテクスト解釈や演出

意図が反映されているか考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義のテーマは、「シェイクスピアと現代文化～Shakespeare Meets Contemporary Culture」です。2016 年は、イギリスの劇作家

ウィリアム・シェイクスピア（1564－1616 年）の没後 400 周年に当たりますが、シェイクスピアの演劇の人気は、彼がロンドンの劇

壇で活躍していた頃からほぼ 400 年以上経った現在でもまったく衰えることなく、本国イギリスのみならず、全世界で毎年上演さ

れ、さらに続々と映画化されています。この講義では、シェイクスピアの演劇の映画版や上演のヴィデオや DVD を観ながら、シェ

イクスピアの原書と翻訳を読みながら、講義していきます。この講義では、シェイクスピア演劇の四大ジャンルをすべて網羅しま

す。「喜劇」の中からロマンティック・コメディの代表作と呼ばれている『十二夜』を、「歴史劇」の中から『ヘンリー五世』を、悲劇の

中から『オセロー』を、ロマンス劇の中から『冬物語』を選んで講義します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――シェイクスピアの時代の演劇文化 

2. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（１）女優による〈男装するヒロインの演技〉 

3. トレヴァー・ナン監督『十二夜』鑑賞（２）喜劇のエンディングの問題性 

4. 『十二夜』第１幕、第２幕講義 

5. 『十二夜』第３幕、第４幕、第５幕講義 

6. ローレンス・オリヴィエ監督とケネス・ブラナ監督の映画版『ヘンリー五世』比較 

7. 『ヘンリー５世』講義 

8. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 鑑賞（１） 

9. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 鑑賞（２） 

10. 蜷川幸雄演出『オセロー』上演 DVD 鑑賞（３） 

11. 『オセロー』第１幕、第２幕講義 

12. 『オセロー』第３幕、第４幕、第５幕 

13. 蜷川幸雄演出『冬物語』上演 DVD 鑑賞 

14. 『冬物語』講義 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 

復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業内リスポンス・ペーパー兼出席票(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。就職活動やその他の理由による公欠には考慮

します。毎回講義終了後にリスポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行います。すべての項目が書かれ

ていなかったり、２、３行しか書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていないシートは、平常点を減点し

ます。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Margreta De Grazia et al.. 2010. <I>The New Cambridge Companion to Shakespeare </I>. Cambridge University Press 
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(ISBN:0521713935) 

2. 喜志哲雄、2008、『シェイクスピアのたくらみ』、岩波書店 (ISBN:4004311160) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM315／文学講義 １５ 

(Lectures on Literature 15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学批評・理論１ 

担当者名 

（Instructor） 
秦 邦生(SHIN KUNIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の到達目標は次の通りです。（１）二〇世紀初頭以降の批評理論の展開について概略的な知識を得る。（２）それぞれの

理論の基本的発想を知り，重要な用語については深く理解する。（３）授業で学んだ理論を応用する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，入門者向けに，批評理論の展開に貢献してきた代表的な批評家・思想家・専門用語などについて一般的な解説を

行いつつ，文学・文化テクストをより深く読むための方法論を追求します。「文学講義１５」では主に作品を内的な観点から深く読

むためのさまざまなアプローチをとりあげます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 批評理論とは何か（内在的アプローチ） 

2. 実践批評・新批評の方法 

3. 実践批評・新批評による解釈の具体例 

4. ロシア・フォルマリズムの方法と解釈の具体例 

5. 受容理論の方法と解釈の具体例 

6. 構造主義（１）の方法 

7. 構造主義（２）の方法 

8. 構造主義による解釈の具体例 

9. 物語論（１）の方法 

10. 物語論（２）の方法 

11. 物語論による解釈の具体例 

12. 脱構築批評の方法 

13. 脱構築批評による解釈の具体例 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に配布するプリントの予習・復習など 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/授業中に随時実施するコメントシート(20%) 

単位評価の対象となるためには、前提として全授業の８割以上の出席を必須とします。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 大橋洋一編、2006、『現代批評理論のすべて』、新書館 (ISBN:978-4403250873) 

その他は初回授業中に文献表を配布して指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎回の授業での出席、事前・事後学習のみならず、授業内で配布する参考文献リストなどを積極的に読み進めると理解が深まる

でしょう。なお、出席態度の悪い学生や、めだった遅刻などには対しては厳正に対処します。授業には緊張感をもって臨んでくだ

さい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM317／文学講義 １７ 

(Lectures on Literature 17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇１ 

担当者名 

（Instructor） 
末廣 幹(SUEHIRO MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

4/23 付 語句訂正 

成績評価方法・基準の「備考欄」参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１ 英米の法廷劇の映画化のＤＶＤを観ながら、その原作を英語と日本語訳で読み、比較検討することで、作品の理解を深められ

る。 

２ 映画を観たときに、映画監督もしくは演出家や撮影監督がどのように映像の文法や上演のパターンを踏まえて、映像を構成し

ているか、そしてそこにどのように監督や演出家の演出意図が反映されているか考えることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テーマ「英米の法廷劇とその映像化を読む」 

 この授業の目的は、 英米の演劇と映画化について考察することですが、前期の講義では、20世紀において英米で上演された

法廷劇とその映画化を取り上げながら、それぞれの作品がどのように裁判をドラマ化しているかに注目します。一学期の受講を

通じて、演劇にまったく馴染みのない学生諸君でも、演劇の登場人物やプロットのパターンへの注目を通じて、演劇の新たな見方

や解釈の方法（ドラマ・リテラシー）が身に付くようになるはずです。 

それから、毎回の講義の冒頭では、毎回異なる映画について紹介する時間を設け、学生諸君の映画の見方（フィルム・リテラシ

ー）を深めたいと思っています。 

 この講義では、時代の異なる４本の法廷劇――アガサ・クリスティの『検察側の証人』（1953 年）、レジナルド・ローズの『十二人

の怒れる男』（1955 年）、三谷幸喜が『十二人の怒れる男』にオマージュを捧げながら執筆した『12 人の優しい日本人』（1990

年）、アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』（1989 年）――を取り上げ、原作と映画化とを比較検討することで講義します。

基本的には、まず映画化や上演のＤＶＤを観た上で、原作と比較しながら講義します。 

授業の形式は講義形式です。上演や映画化のヴィデオやＤＶＤがあるものは映像を観てもらった上で、講義を行います。この講

義では，毎回の講義の資料のファイルを Blackboardを通じて配信します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――日本のテレビ・ドラマに見られる法廷劇の特徴 

2. ビリー・ワイルダー監督映画『情婦』（『検察側の証人』の映画化、1957 年）鑑賞（１）――弁護士ウィルフリッド卿の表象の特

徴 

3. ビリー・ワイルダー監督映画『情婦』（『検察側の証人』の映画化、1957 年）鑑賞（２）――物語のミステリー的要素 

4. アガサ・クリスティの『検察側の証人』講義１――パフォーマンスの場としての法廷 

5. アガサ・クリスティの『検察側の証人』講義２――悪女の証言の効果 

6. シドニー・ルメット監督督映画『十二人の怒れる男』鑑賞１――ヘンリー・フォンダというスターのイメージの利用 

7. シドニー・ルメット監督督映画『十二人の怒れる男』鑑賞２――陪審員同士のディベートを捉えた映像上の工夫 

8. レジナルド・ローズの『十二人の怒れる男』講義１――陪審員の構成の意味 

9. レジナルド・ローズの『十二人の怒れる男』講義２――この戯曲のタイトルの意味 

10. 中原俊監督映画『12 人の優しい日本人』鑑賞――12 人の陪審員のキャラクターの差異化 

11. ロブ・ライナー監督映画の『ア・フュー・グッドメン』鑑賞１――グアンタナモ米海軍基地という空間の表象 

12. ロブ・ライナー監督映画の『ア・フュー・グッドメン』鑑賞２――ジェセップ大佐に扮するジャック・ニコルソンの演技の工夫 

13. アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』講義１――この作品のタイトルの意味 

14. アーロン・ソーキンの『ア・フュー・グッドメン』講義２――ソーキン作品の『ソーシャル・ネットワーク』との比較 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習としては、映画鑑賞と並行して原作を読んで、その特徴を把握しておくことが求められます。 

復習としては、Blackboardにアップロードした講義資料に基づいて、映画が原作の場面や台詞をどのように異なる演出をしている

のかを把握し、その意味の相違について解釈することが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席および授業内リスポンス・ペーパーの評価(30%) 

なお、単位修得のためには、全 14 回の講義中 10 回以上の出席を必要とします。【変更前】就職活動やその他の理由による公欠

には考慮します。【変更後】出席の取り扱いについては、就職活動等については考慮する場合があります。 毎回講義終了後にリ

スポンス・シートを提出して貰って、それによって平常点の評価を行います。すべての項目が書かれていなかったり、２、３行しか
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書かれていなかったり、講義を聴かなくても書けることしか書かれていないシートは、平常点を減点します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM318／文学講義 １８ 

(Lectures on Literature 18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米演劇２ 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 弘幸(KONDOU HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇という表現形態に親しみ，アメリカ演劇の歴史とその特徴について基礎的な知識を身に付けること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋演劇の展開を概観したうえで，アメリカ演劇の代表的な作家を取り上げ，その経歴，作品の概要等を講義する。西洋演劇の

伝統にアメリカ演劇を位置付けたうえで、その特徴を明らかにする。できる限り視聴覚資料も活用し，「見る」講義でもあるよう工

夫する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西洋演劇史（１）――ギリシア悲劇 

2. 西洋演劇史（２）――シェイクスピア 

3. 西洋演劇史（３）――近代劇 

4. R・タイラー 

5. E・オニール 

6. L・ヘルマン 

7. T・ワイルダー 

8. T・ウィリアムズ（１） 

9. T・ウィリアムズ（２） 

10. A・ミラー（１） 

11. A・ミラー（２） 

12. N・サイモン 

13. D・H・ホアン 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は，必要に応じて別途指示する。また出来るだけ劇場に足を運んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

欠席回数が４回を超えたものについては成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM319／文学講義 １９ 

(Lectures on Literature 19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世英文学 

担当者名 

（Instructor） 
不破 有理(FUWA YURI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代のファンタジー作品の世界観を築いたといわれるアーサー王伝説を、英国の王権の歴史と関係付けながらその概要を学ぶ

ことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アーサー王伝説は西欧においてもっともよく知られた伝説です。そもそも「アーサー王」は実在したのでしょうか。本講義では、現

存最古の写本などの文献資料のほか、アーサー王伝説ゆかりの歴史的遺物、ラファエロ前派の絵画や現代の映画作品などの

視覚資料を用いながら、どのように今日伝わるアーサー王物語が形成されるに至ったのか、およそ 1500 年間にわたるアーサー

王伝承の変容の様相を概観します。毎回、課題をリアクションペーパーでまとめ、次回の講義につなげ、理解を深めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：アーサー王伝説とは 

2. アーサー王は実在したのか：ウェールズ伝承とラテン語年代記 

3. ノルマン征服とアーサー王伝承：ウェールズの聖人伝 

4. ジェフリ・オブ・モンマス(Geoffrey of Monmouth) 『ブリタニア列王史』 

5. 円卓の登場：ワース (Wace)とラヤモン(Layamon) 

6. 聖杯伝説の誕生:  クレチアン・ド・トロワ(Chrétien de Troyes) 

7. グラストンベリー伝説とアーサー 

8. 14 世紀のアーサー王物語：頭韻詩『アーサーの死』 

9. 『サー・ガウェインと緑の騎士』 

10. テューダー朝におけるアーサー王： 

サー・トマス・マロリー(Sir Thomas Malory)の『アーサー王の死』 

11. アーサー王伝説の衰退と復活：『アーサー王の死』の出版史から 

12. アーサー王、復活：アルフレッド・ロード・テニスン(Alfred Lord Tennyson) の”The Lady of Shalott” 

13. テニスンの『国王牧歌』とラファエル前派の絵画、そして漱石へ 

14. まとめと期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義要綱に掲載した参考文献および授業内で提示する文献を授業前後に読んでおくことが望ましい。毎回ミニ課題を設定する

ので、講義のみならず、関連文献を読み、理解を深めて次回の講義につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/最終レポート(Final Report)(20%)/出席とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青山吉信、1985、『アーサー伝説』、岩波書店 

2. アンヌ・ベルトゥロ、1997、『アーサー王物語』、創元社 

3. ジェイムズ・ノールズ、2000、『アーサー王物語』、偕成社文庫 

4. ジェフリ・オブ・モンマス、2007、『ブリタニア列王史』、南雲堂フェニックス 

5. 1990-96、『フランス中世文学集』、白水社 (4 巻本) 

6. ラヤモン、1997、『ブルート』、大阪教育図書 

7. サー・トマス・マロリー、2004-07、『アーサー王物語』、筑摩書房 (5 巻本) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM320／文学講義 ２０ 

(Lectures on Literature 20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
児童文学 

担当者名 

（Instructor） 
石原 剛(ISHIHARA TSUYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マーク・トウェインの日本受容史を検討することで，日米の文化的相違や児童文学との関係，さらに文学や文化のグローバリゼー

ションがはらむ問題を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治以降今日まで，日本人がいかなる紆余曲折を経ながらアメリカの国民的作家マーク・トウェインを受容してきたか検討する。

特に，日本の文学的・文化的伝統や同時代の日本の社会状況を反映して創造された日本版のトウェイン作品を原作と比較検討

していくことで，日本の児童文学・文化の功罪を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本人とトウェイン 

2. 明治期の日本とマーク・トウェイン 

3. 幸堂得知の日本版『王子と乞食』 

4. 日本初の『ハックルベリー・フィン』翻訳 

5. 童心主義児童文学とトウェイン 

6. 大正期児童文学とトウェイン: 鈴木三重吉 

7. 大正期児童文学とトウェイン: 千葉省三 

8. 戦時下の日本におけるトウェイン 

9. 大仏次郎の時代物『王子と乞食』 

10. 占領下の日本における児童文学 

11. 占領下の日本で，子どもたちは『ハック・フィン』や『トム・ソーヤ』をどう読んだのか 

12. 戦後日本の教科書におけるトウェイン 

13. アニメ版トウェイン作品 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

1) できるだけ，トウェインの代表作『王子と乞食』『トム・ソーヤーの冒険』『ハックルベリー・フィンの冒険』のうち，いずれかを読ん

でおいてください。 

2）学期末に海外の児童文学の異なる翻訳を読み比べて，その違いについて論じる内容のレポート試験を課す予定です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席・課題(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくになし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石原剛、2016、『マーク・トウェイン―人生の羅針盤、弱さを引き受ける勇気』、NHK出版 

2. 石原剛、2008、『マーク・トウェインと日本―変貌するアメリカの象徴』、彩流社 

3. 亀井俊介他編、2010、『マーク・トウェイン文学・文化事典』、彩流社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM322／文学講義 ２２ 

(Lectures on Literature 22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
田中 有美(TANAKA YUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１） 英語で書かれた文学作品を理解できるようになる。 

（２） 言語の境界を越えるという行為に対して、実例に即しながら実証的に自らの洞察を展開することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業では、「Jブンガク」というアプローチを一つの起点とし、日本文学の英訳を通して、日本語と英語の相違、そして、言語

の文化との関わりを深く理解することを目指す。 

 2010 年に NHKの教育テレビで、「Jブンガク」という番組が放送されていた。日本の文学作品をその英訳と比較しながら読む、

という番組であった。「Jブンガク」という言葉は、近世・近代日本文学の専門家で、国文学研究資料館館長のロバート・キャンベ

ル氏と NHKのスタッフがともに考案したものとされている。番組プロデューサーは、「Jは Japanの J、つまり『ニホン』。『Jブンガ

ク』＝『ニホンブンガク』なんです。なぜカタカナかというと、漢字で書くときのような『お勉強』な感じじゃなくて、キラクに楽しもうとい

うコンセプトだからです」と説明する。また、キャンベルは、「Jブンガク」という言葉が日本語として成立するということに関して、日

本語は「漢字も片仮名ももちろん OKだし、ローマ字が混入しても一向にかわまない、自在と言えば自在な言語である」と述べて

いる。 

 まず、「自在な言語」とされる日本語で書かれた文学作品の英訳を分析し、その異同や言葉の選択、表記に注意を払いながら、

テクストが言語の境界を越えるときに、何を得て、何を失っているのかを考える。 また、それとは逆に、英語で書かれた文学作品

の邦訳の分析もおこなう。目覚ましく進化している 翻訳研究の成果や、今日的な世界文学のコンセプトも参照しつつ、英語と日

本語の境界を一つの例として、原典と翻訳の複雑な関係性の一端を明らかにしたい。また、日本語に訳された外国文学を読む行

為、日本文学が英訳で受容されていく様相、そして、翻訳者の介入についても考察を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 翻訳研究の動向、世界文学の概念 

3. 紫式部 『源氏物語』 

4. 十返舎一九 『東海道中膝栗毛』 

5. 久米邦武編 『米欧回覧実記』 

6. 二葉亭四迷 『浮雲』 

7. 尾崎紅葉 『金色夜叉』 

8. 谷崎潤一郎 『卍』 

9. 中間テスト 

10. 村上春樹 「TVピープル」他 

11. ハーマン・メルヴィル 『白鯨』 

12. マーク・トウェイン 『ハックルベリ・フィンの冒険』 

13. F・スコット・フィツジェラルド 『グレイト・ギャツビー』 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習や授業中に使用する文献については Blackboardにアップするので、各自入手し、目を通してから授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者の関心や授業の進度によって、扱う作家や作品を変更することがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM323／文学講義 ２３ 

(Lectures on Literature 23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
溝口 昭子(MIZOGUCHI AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

南アフリカを舞台とした英語文学を 19 世紀からアパルトヘイト終焉後の２１世紀までを概観しつつ、テクストのポストコロニアルな

読み方を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

南アフリカを舞台にして１９世紀後半から２１世紀初頭にかけて書かれた英語文学（探検記、冒険小説、農場物語、歴史文学、社

会派小説、演劇）を幅広く読んで概観し、そこに示される植民地主義、他者表象、民族主義、階級と人種、想像の共同体などの概

念を理解し、テクストをポストコロニアル的視点で読み解く方法を会得する。＊授業外に関連映画を映画館で鑑賞する可能性あり 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 南アフリカとイギリスをめぐる文学 および 南アフリカの歴史 

2. 探検と征服の時代：David Livingstone 

3. 探検と征服の時代：Rider Haggard 

4. アフリカ農場物語、環大西洋的国家意識、そして疑問①：Olive Schreiner 

5. アフリカ農場物語、環大西洋的国家意識、そして疑問②：Olive Schreiner 

6. 帝国臣民 汎アフリカ主義者 民族主義者①： Sol Plaatje 

7. 帝国臣民 汎アフリカ主義者 民族主義者②： Sol Plaatje 

8. 民衆とは誰なのか？： H. I. E. Dhlomo と Peter Abrahams 

9. アパルトヘイト終焉を希求する物語： Andre Brink と Mbongeni Ngema 

10. アパルトヘイト社会における白人農場物語概観 

11. アフリカ農場再訪①: Nadine Gordimer  

12. アフリカ農場再訪②: J.M. Coetzee 

13. 真実と和解の物語: Yael Farber 

14. 真実と和解の物語 :Sindiwe Magona まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントに関するワークシートの簡単な課題を次週迄にこなしておく（毎回３０分〜１時間程度） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(41%)/出席および毎回の課題等(59%) 

授業数の３分の２以上出席が単位認定の条件。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中プリントで配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 福島富士男、1999、『アフリカ文学読みはじめ』、スリーエーネットワーク 

2. オリーヴ・シュライナー、2006、『アフリカ農場物語 （上下巻）』、岩波文庫 

3. 坂本利子、2016、『ナディン・ゴーディマが描いた南アフリカ社会: 人種、ジェンダー、セクシュアリティが交差する国家と家族の

ポリティクス』、第三書館 

4. J・M・クッツェー、2007、『恥辱』、ハヤカワ文庫 

5. シンディウェ・マゴナ、2002、『母から母へ』、現代企画室 

6. アンキー・クロッホ、2010、『カントリー・オブ・マイ・スカル―南アフリカ真実和解委員会“虹の国”の苦悩』、現代企画室 

その他授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 



 - 658 - 

注意事項（Notice） 
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■AM326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM326／文学講義 ２６ 

(Lectures on Literature 26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象芸術２ 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術作品が表象しているとされるメッセージを、そのメッセージの置かれたコンテキストおよびそのメッセージのプレテキストとの

関連で理解するための知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業序盤ではスチュアート・ホールによるカルチュラルスタディーズの表象理論を案内する。中盤から終盤にかけては、ジョン・バ

ージャーの<I>Ways of Seeing</I>（邦訳『イメージ 視覚とメディア』）を用いて芸術作品の持つ意味や芸術作品を所有することの

意味（美術館の成立）、広告に引用される芸術作品について考察を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：カルチュラルスタディーズの表象理論 

2. Stuart Hall (1) :表象のはたらき（文化のサーキット、意味と言語） 

3. Stuart Hall (2) 記号論（フェルディナン・ド・ソシュール）と神話作用（ロラン・バルト） 

4. Stuart Hall (3) 表象のシステム（ミシェル・フーコー） 

5. Stuart Hall (4) 表象の主体 

6. 中間テスト 

7. John Berger (1) ルネ・マグリット「夢の鍵」ほか 

8. John Berger (2) ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ「からすのいる麦畑」ほか  

9. John Berger (3) フェリックス・トゥルタート「横たわる酒神」ほか 

10. John Berger (4) エドアール・マネ「オランピア」ほか 

11. John Berger (5) オランダ派「オックスニード・ホールのバストン邸の宝物」ほか 

12. John Berger (6) レンブラント「自画像」ほか 

13. John Berger (7) ルネ・マグリット「自由への門出に」ほか 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignment)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で履修者に対して行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/小テスト（随時）もしくはグループ発表（下記「その他」参照）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは、Blackboard上で履修登録者に対して案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Stuart Hall et al. 2013. <I>Representation</I> （2nd edition）. Sage (ISBN:978-1-84920-547-4) 

2. John Berger. 1977. <I>Ways of Seeing</I>. Penguin Books (ISBN:0-14-013515-4) 

3. ジョン・バージャー著 伊藤俊治訳、2013、『イメージ 視覚とメディア』、筑摩書房 (ISBN:978-4-480-09503-9) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者人数によってはグループに分け、グループの中で毎回の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながらテキ

ストを読み進めていくことを予定している。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM327／文学講義 ２７ 

(Lectures on Literature 27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史１ 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イギリス人の祖先がブリテン島に到来する前の大陸時代から古英語時代(5 世紀半ば～11 世紀半ば)までの言語とそれを取り

巻く状況、ならびに文献から透けて見えるイギリス人の祖先の世界観の概略を理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうとか、あるいはまた machine

は｢マシン｣と読むのになぜ shine は｢シネ｣ではなく｢シャイン｣と読むのだろう、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史を学びながらみなさんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶ

ということは英語を立体的に見つめる目をもつということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現

代という時間のいわば表面に現れた現象だけを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.1. ガイダンス：授業の進め方、成績評価について 

1.2. イントロダクション：英語の特徴 

2. 印欧語族と比較言語学 1：比較言語学の誕生 

3. 印欧語族と比較言語学 2：印欧語族の言語 

4. 中世ヨーロッパの言語状況：ラテン文化 vs ゲルマン文化 

5. ケルト人およびローマ人のブリテン島：Thames, Winchester, streetなどの語源 

6. ゲルマン人の世界観 1：Gods はなぜ複数形、どんな神様？ 

7. ゲルマン人の世界観 2：beliefのなかに leaf、true のなかに tree 

8. 古英語の概観 1：綴り字発音の言語---｢主の祈り｣を読んでみよう、Beowulf を聴いてみよう 

9. 古英語の概観 2：格に依存する言語---不規則変化は本当に｢不規則」？ 

10. 古英語の概観 3：｢大和ことば｣からなる言語---Let It Be と『万葉集』 

11. アングロ・サクソン人の文化と社会---主人が｢パンを守り｣、ご婦人が｢パンを捏ねる｣ 

12. ヴァイキングと彼らがもたらした単語---｢彼ら｣は｢卵｣や｢パン｣から｢死ぬ｣まで北欧からもってきた 

13. 古英語を読む 1：頭韻詩---ゲルマン諸語の中で最古の叙事詩 Beowulfなどを読んでみよう 

14. 古英語を読む 2：散文---イギリス版『日本書紀』Anglo-Saxon Chronicleなどを読んでみよう 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトをダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復讐には下に掲げる参考文献を読めばいっそ

う理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable. 2012. <I>A History of English Language</I>, 6th ed.. Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. <I>History of English Words</I>. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. 風間喜代三、1993、『印欧語の故郷を探る』、岩波書店 (ISBN:978-4004302698) 

4. 風間喜代三、1978、『言語学の誕生―比較言語学小史』、岩波書店 (ISBN:978-4004200697) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 渡部昇一、1977、『英語の語源』、講談社 (ISBN:978-4061158801) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の味方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM328 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM328／文学講義 ２８ 

(Lectures on Literature 28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語発達史２ 

担当者名 

（Instructor） 
織田 哲司(ODA TETSUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 中英語時代(11 世紀半ば～15世紀) から近代英語時代の言語とそれを取り巻く状況、ならびに現代の英文法、単語の発音、

綴り字などがどのようにして成立したのかの概略を理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 中学生以来、あるいはもっと幼いときから英語を学んできて、英語に関してさまざまな疑問を抱いたことがありませんか―仮定

法過去ではなぜ If I were…というのだろうとか、footの複数形はなぜ foots ではなく feetなのだろうとか、あるいはまた machine

は｢マシン｣と読むのになぜ shine は｢シネ｣ではなく｢シャイン｣と読むのだろう、などなど。 

 ことばというものはすべからく時間の産物と言えます。もちろんことばを産みだしているのは人間の精神ですが、その人間はそ

れぞれの時代を生き、それぞれの時代の中で精神を形成しています。ですからことばについての謎はそのことばの歴史を学ぶこ

とによって説明できることが多いのです。たとえば「例外」として教わってきた現象は歴史的に見れば例外でも何でもない、当時の

規則にしたがった言語現象であることにも気づくでしょう。 

 この授業は、英語の歴史を学びながらみなさんがこれまで抱いてきたさまざまな疑問を解明していきます。英語を歴史的に学ぶ

ということは英語を立体的に見つめる目をもつということです。ものごとを歴史的に見つめる視点は何事においても重要です。現

代という時間のいわば表面に現れた現象だけを見つめていては、その物事の本質を理解することができないでしょう。 

 とくに英語教師をめざす人はこのような視点が必要です。実際に中高の教室ではこの授業で学ぶ内容を教える必要はありませ

ん。それでも英語史に関する知識をたくさんもっているに越したことはありません。樹木は枝を広げた幅と同じくらいに目には見え

ない土の下で根を広げているといいます。立派な英語教師として活躍するためには、中学生や高校生の目には見えないかもしれ

ないたくさんの英語史的知識を持っていた方がいいのです。 

 最後に『英文法汎論』を著した細江逸記博士のことばをご紹介しておきましょう。｢過去なくして現代はあらず、現代の英語を明ら

かにしようとするには、しばしば過去の英語を説かなければならない。｣ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 1.1. ガイダンス：授業の進め方、成績評価について 

1.2. イントロダクション：「文学講義 27」(春学期)をふり返る 

2. ノルマン征服：フランス化したヴァイキングに征服されたブリテン島 

3. ノルマン征服の英語への影響：フランス化された社会と言語 

4. 中英語の概観 1：綴り字発音の言語 

5. 中英語の概観 2：格に依存する言語から語順に依存する言語へ 

6. 中英語の概観 3：｢大和ことば｣ vs 外来語 

7. 中英語を読む：The Canterbury Talesや Sir Gawain and the Green Knight を読んでみよう 

8. 大母音推移：二重母音の発生---make が[meik]になった 

9. 中世の終わりと近代の始まり：宗教改革とルネッサンス 

10. 自由奔放な初期近代英語：Shakespeare の例 

11. 文法書と辞書ができた時代：だれが作った、なぜ作った？ 

12. シャレと英語：The Pun Also Rises 

13. ネット時代の英語 

14. 英語教育に役立つ英語史 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 予習としてハンドアウトをダウンロードし、それに目を通しておくことが必要です。復讐には下に掲げる参考文献を読めばいっそ

う理解が深まるでしょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/授業内に指示した提出物(20%)/リアクションペーパー(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. A.C.Baugh, T.Cable. 2012. <I>A History of English Language</I>, 6th ed.. Routledge (ISBN:978-0415655965) 

2. O. Barfield. 1967. <I>History of English Words</I>. Lindisfarne Press (ISBN:0-940262-11-8) 

3. A.C.Baugh. 1967. <I>A Literary History of England: Vol 1: The Middle Ages (to 1500)</I>. Routledge (ISBN:0-415-04557-6) 

4. 渡部昇一、1977、『秘術としての文法』、大修館書店 (1082-240370-4305) 

5. 渡部昇一、1983、『英語の歴史』、大修館書店 (ISBN:978-4469141832) 

6. 織田哲司、2016、『「人間らしさ」の言語学』、開拓社 (ISBN:978-4758925587) 

7. 織田哲司、2011、『英語の語源探訪』、大修館書店 (ISBN:978-4469245691) 

その他必要に応じて授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 この授業では授業中およびその他の時間における質問・コメントを大いに歓迎し、むしろ積極的に評価します。授業外の時間な

らば電子メールを使用することも可能です(oda_t@meiji.ac.jp)。受講者はとにかくことばと人間および両者ののっぴきならぬ関係に

興味をもって日々の生活を送って下さい。そうすることにより今年度のみならず、大学生活が、そしてもしかする人生に対するもの

の味方が変わるかもしれません。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ２９ 

(Lectures on Literature 29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論１ 

担当者名 

（Instructor） 
新井 洋一(ARAI YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 基本的な英語学（特に発音，語彙，構造，意味）に関する知識と理解を深め，現代英語の実例を観察し，辞書の活用と英文の

正確な分析と発表ができる能力を養う。パソコンを使った用例分析とプレゼン技法の習得に努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 辞書の語義と発音の基礎からはじめて，品詞，統語構造，意味などの分析方法について，テキストと英語のオンライン・コーパ

ス（蓄積された実例）を使い，英語学の基本用語・概念はもちろん，対象事例の検索，収集，観察，分析方法を含めて，重要な文

法研究例の理解と習得に努めてもらう。理解を深めるため，パソコンの実践演習が含まれる。 

 2，3 週おきのノートチェック、学生個別に与えられた課題の提出と、最終テストで評価する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英文法入門 

2. コーパス利用登録 

3. 英語の辞書の活用法 

4. 動詞 

5. 助動詞 

6. 受動態 

7. 冠詞、名詞、代名詞 

8. 個別課題の設定 

9. 形容詞、副詞 

10. 動名詞と不定詞 

11. that節 

12. 名詞修飾部 

13. 会話表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学受験に利用した英文法の参考書で，もっとも役立ったものを読み返し，最初の授業時に持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ノートチェック(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Conrad S. & Biber D.. 2009. <I>Real Grammar (A Corpus-Based Approach to English)</I>. Pearson Longman (ISBN-13: 978-

0-13-515587-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 影山太郎 他. 2004. <I>First Steps in English Linguistics</I>. くろしお出版 (ISBN:978-4-87424-277-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ３０ 

(Lectures on Literature 30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語構造論２ 

担当者名 

（Instructor） 
新井 洋一(ARAI YOUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 基本的な英語学（特に発音，語彙，構造，意味）に関する知識と理解を深め，現代英語の実例を観察し，辞書の活用と英文の

正確な分析と発表ができる能力を養う。パソコンを使った用例分析とプレゼン技法の習得に努める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 辞書の語義と発音の基礎からはじめて，品詞，統語構造，意味などの分析方法について，テキストと英語のオンライン・コーパ

ス（蓄積された実例）を使い，英語学の基本用語・概念はもちろん，対象事例の検索，収集，観察，分析方法を含めて，重要な文

法研究例の理解と習得に努めてもらう。理解を深めるため，パソコンの実践演習が含まれる。一部春学期と重複するものの、授

業で扱うテキストの内容などは異なる。 

 2，3 週おきのノートチェック、学生個別に与えられた課題の提出と、最終テストで評価する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 英文法入門（前期と異なるポイントに触れる） 

2. コーパス利用登録（前期と一部重複） 

3. 英語の辞書の活用法（前期と異なるポイントに触れる） 

4. 動詞（前期と異なる範囲を扱う。以下同様） 

5. 助動詞 

6. 受動態 

7. 冠詞、名詞、代名詞 

8. 個別課題の設定 

9. 形容詞、副詞 

10. 動名詞と不定詞 

11. that節 

12. 名詞修飾部 

13. 会話表現 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

大学受験に利用した英文法の参考書で，もっとも役立ったものを読み返し，最初の授業時に持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ノートチェック(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Conrad S. & Biber D.. 2009. <I>Real Grammar (A Corpus-Based Approach to English)</I>. Pearson Longman (ISBN-13: 978-

0-13-515587-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 影山太郎 他. 2004. <I>First Steps in English Linguistics</I>. くろしお出版 (ISBN:978-4-87424-277-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM331／文学講義 ３１ 

(Lectures on Literature 31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学１ 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語の単音（子音・母音）、および、主要な連続音を正しく発音し、聴き取れるようになる。 

さらに、発音の際の音声器官の動きを説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

単音、連続音を発音する際の音声器官の動きについて講義する。 

当該音声および、聴き分け上難しい音ペアの聴取練習をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 閉鎖音 （有気音、無気音など声帯の状態を理解する） 

2. 摩擦音  （どの音声器官のあいだに隙間があるのかを理解する） 

3. 破擦音、鼻音 （緩やかな閉鎖の開放、鼻音と有声閉鎖音の対応を理解する） 

4. 側面音、半母音 （エル音は２種類、半母音は３種類あることを理解する） 

5. 単母音（音質が一定である母音を理解する） 

6. 単母音（母音の長さは重要ではないことを理解する） 

7. 二重母音（ある音質から別の音質に変化する母音を理解する） 

8. 二重母音、三重母音、中間テストについて 

9. 中間テスト、弱母音 （母音の３大特徴を失ってしまうのはなぜかを理解する） 

10. 音節、聞こえ度、音節主音、子音の結合（規則性が存在することを理解する） 

11. 鼻腔開放、側面開放、連続音の調音位置の同化、音の脱落 （規則性が存在することを理解する） 

12. 語アクセント、複合語アクセント、句アクセント （規則性が存在することを理解する） 

13. 強形・弱形、リズム、筆記試験について 

14. 筆記試験と総括   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

 

参考文献（Readings） 

1. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とするが、随時音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 中間テストについては、テストの翌週の授業時に、筆記試験については、Blackboardを通

じておこなう。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 667 - 

■AM332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM332／文学講義 ３２ 

(Lectures on Literature 32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音声学２ 

担当者名 

（Instructor） 
宇佐美 文雄(USAMI FUMIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１から７：カジュアルなスタイルで話される時の英語音声の特徴を理解し、英語の文を発音したり聴いたりする際に役立てる。 

９から１４：音の置き換えには、強化過程と弱化過程の２つがある。聞き手が知覚しやすいように、との効果をもつ強化過程を取り

上げ、ある音が別の音に、どのように・なぜ変化するのかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１から７：後述の音の置き換えの点で注目すべき音声現象を音声を聴きながら確認し、単独で発音された単語の発音形と、自然

なスピードで話された単語連鎖の発音形とを対応付ける音の置き換えを解説する。９から１４：相対する３つの極 [i, u, a]の音声

特徴を強化する方向で母音は変化します。大母音推移、現代の英語の変種(GA, RP, Aus, NZ等）を取り上げ、母音の強化過程

を講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 音声生成の仕組み（Prosodic mapping、強化過程、弱化課程）、Prosodic mapping 

2. 機能語（文強勢が置かれない位置に入る語）の弱形 

3. 音声環境（音節頭位・末位、強勢の有無）による閉鎖音のさまざまな異音、弾音化の条件 

4. 子音連続の同化（調音位置の同化；硬口蓋音化を含む）  

5. 子音連続の同化（狭めの同化；硬口蓋音化を含む、調音様式の同化）  

6. 子音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

7. 母音消失の条件（隣接する類似性の大きい子音への完全同化として分析） 

8. 中間テスト 

9. 母音を特徴づける３つの音声特徴 （Palatality, Labiality, Sonority） 

10. 大母音推移   

11. Raising （Palatality/Labiality を増大させる音の置き換え） 

12. Lowering（Sonority を増大させる音の置き換え） 

13. Depalatalization, Delabialization （Palatality/Labiality を取り去る音の置き換え） 

14. Palatalization, Labializaiton （Palatality/Labiality を付加する音の置き換え,） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/小テスト（各回の授業内）の合計(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回ハンドアウト、ワークシートを配布する（テキストは使用しない） 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹林滋、斎藤弘子、『新装版 英語音声学入門』、大修館書店 (ISBN:9784469245301) 

2. 今井邦彦、『ファンダメンタル音声学』、ひつじ書房 (ISBN:489476279X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業形態： 板書の講義中心とするが、１～７では随時音声教材を用いる。 

課題に対するフィードバックについて： 各回の小テストは、次回授業開始時に返却、フィードバックをおこなう。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM333／文学講義 ３３ 

(Lectures on Literature 33) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情１ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本講では，1970 年代に形成され、80 年代以降に隆盛を迎え、90 年代に世界的な文化形態となったヒップホップ・カルチャーの

動向とその歴史的文脈を概観し現代アメリカ社会が抱える諸問題およびエスニック・マイノリティの芸術表現を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講の目的は、アメリカ黒人の、とりわけ音楽を中心とした芸術的営為の生成・構築を詳細に検討することにより、「人種」的自

意識を核として進展してきた表現の様式を理解することにある。その前提のもと、アメリカ黒人の文学作品ならびに「黒人音楽」と

してカテゴライズされる聴覚作品を通時的に紹介する。とりわけヒップホップ・カルチャーの形成が，社会・政治・文化的諸要素に

構造化された出来事であったことを理解しつつ、アメリカ黒人を取り巻く状況とその中で産まれた芸術表現の豊饒を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容の説明 

2. 言語と映像の世代――ヒップホップとはなにか 

3. 口承伝統の系譜を辿って――ラップのメッセージとテクニックの源流 

4. フッドのスタイル――ゲットーの創造性 

5. レペゼン文化――地元に根ざしたアイデンティティ 

6. 警察官との闘争――ヒップホップの犯罪化 

7. フロウ＝レイヤリング＝ラプチャ――ヒップホップのサウンド哲学 

8. 「ヤオヤ」の爆音――ヒップホップのサウンド工学 

9. オリジナリティをめぐる論争――サンプリングとはなにか 

10. 女性のスタイル――「政治性」の多様な表出 

11. 本物・偽物論争――音楽の黒さをめぐって 

12. ヒップホップとグローバリゼーション 

13. 日本のヒップホップ 

14. 期末試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 各回の準備については適宜クラスで指示し、読むべきテクストを配布する。教室では、黒人文学とも通じ合うヒップホップの形式

と歴史的文脈をより深く理解するため、毎回多数の視聴覚資料の検討を課す。したがって、授業には 100 パーセント出席する心

構えが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業への積極的な参加と質の高いフィードバック(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. トリーシャ・ローズ、2010、『ブラック・ノイズ』、みすず書房 (ISBN:978-4622074182) 

2. 大和田俊之、2011、『アメリカ音楽史』、講談社 (ISBN:978-4-06-258497-5) 

その他、適宜授業時に指示するものあり。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM334／文学講義 ３４ 

(Lectures on Literature 34) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英米事情２ 

担当者名 

（Instructor） 
武田 将明(TAKEDA MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、文学作品を読みながら「イギリス」の多様性について考える。 

 

イギリスこと連合王国（United Kingdom）は常に複数の民族と地域を統合する複合国家（composite state）として存在してきた。ゆ

えにその文化も本質的に異種混交的（hybrid）である。 

 

17 世紀にイングランドとスコットランドの王家が統一され、18 世紀にはイングランド、スコットランド、アイルランドがひとつの国家と

して統合される。他方で、この連合王国は非ヨーロッパ圏に植民地を建設し、18 世紀の後半に北米植民地の独立という（イギリス

側から見た）失策をおかしたものの、19 世紀にはいわゆる「大英帝国」が繁栄を極める。20 世紀にはこの大帝国が解体し、（北部

を除く）アイルランドの独立も許したものの、EUの加盟国としてヨーロッパ諸国と共に発展する新たな道を選んだ、はずだったが、

2016 年に EU離脱（Brexit）を表明し、世界を驚かせたのは周知のとおりである。Brexitはイギリス内部でもさまざまな不協和音を

生みつつあるが、これからのイギリスはどうなるのか。 

 

文学作品の発表された時代の政治情勢や文化的背景に注意を向けることで、個々の作品をバラバラに読むだけでは見えにくい

「イギリス」の多様性を理解し、さらには「国家」や「民族」、「近代」といった現代社会を生きる上で重要な概念についても、考察を

深めていただくのが本講義の目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、エリザベス朝から現代まで、過去 400 年にわたるイギリス文学作品、およびその映像化作品を、複合国家という文

脈から紹介する。ただし、主に扱うのは、イギリスの政治経済の改革が急速に進展し、近代国家としてのイギリスの礎が築かれた

18 世紀の作品である。 

 

シェイクスピアの『ヘンリー５世』を国家の問題を切り口にして分析し、アフラ・ベーンの『オルーノーコ』を近代的な価値観の台頭を

予告する作品として読み、ダニエル・デフォーの『ロビンソン・クルーソー』をイギリスの近代化を象徴する作品として取り上げ、ジョ

ナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』を徹底した近代批判の書として読み解く。その後、17～18 世紀の作家が直面した近代と

国家の問題を、メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』やコナン・ドイルのシャーロック・ホームズものがどのように受け継いだ

のかを検証する。最後に視点を現代に移し、移民などハイブリッドな背景をもつ作家たちが、20世紀以降のイギリスが直面してい

る分裂の危機をどう描いているのかにも触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 連合王国の成立（１） William Shakespeare, <I>Henry V</I> 

2. 連合王国の成立（２） William Shakespeare, <I>Henry V</I> 

3. 三角貿易と植民地（１） Aphra Behn, <I>Oroonoko</I> 

4. 三角貿易と植民地（２） Aphra Behn, <I>Oroonoko</I> 

5. イギリス人の本質とは？ （１） Daniel Defoe, <I>Robinson Crusoe</I> 

6. イギリス人の本質とは？ （２） Daniel Defoe, <I>Robinson Crusoe</I> 

7. 前半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

8. 徹底した近代批判（１） Jonathan Swift, <I>Gulliver’s Travels</I> 

9. 徹底した近代批判（２） Jonathan Swift, <I>Gulliver’s Travels</I> 

10. 怪物の正体（１） Mary Shelley, <I>Frankenstein</I> 

11. 怪物の正体（２） Mary Shelley, <I>Frankenstein</I> 

12. 帝国の解体 Arthur Conan Doyle, “The Adventure of the Speckled Band”, "The Adventure of the Blanched Soldier", 

"The Adventure of the Lion's Mane" 

13. 分裂の危機？ Hanif Kureishi, "My Son the Fanatic", Kazuo Ishiguro, <I>The Buried Giant</I> 

14. 後半の復習（学生が提出したレポートを元におこなう） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回は予習不要。２週目以降、配布されたプリント（A3 両面１枚くらい）を事前に精読しておくこと。レポートを 2 本提出するので、
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そのための学習も必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回のクイズへの解答(40%)/中間レポート(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

毎回最後の 10 分はクイズの時間にする。その日の授業に関係した問題を出すので、解答を提出して教室を出ること。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業はプリントを用いておこなう。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石塚久郎ほか、2014、『イギリス文学入門』、三修社 (ISBN:4384057490) 

各週の参考文献は授業内に示す。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

7 回目と 14 回目に復習をおこなう。これは学生のレポートを元に進めるので、6 回目と 13 回目の授業までにレポートを提出する

ことが義務づけられる。レポートを提出しない学生は未受験あつかいとする。レポート内容は、授業で取り上げた文学作品に関す

る分析である。 

授業中の質問を歓迎する。私語は禁止。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM335／文学講義 ３５ 

(Lectures on Literature 35) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化１ 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 譲(OOKUBO YUZURU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀以降現代までのイギリスの文学・絵画を通して、イギリスの歴史・文化・社会についての知識を身につける。同時に、文学

史・美術史に関する知識を身につける。さらに、文学・美術を批判的に解釈する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

18 世紀から現代までのイギリスの文学・視覚芸術の中で、「田舎」や「都市」といった空間がどのように描かれてきたか、その時代

ごとの変化を概観し、空間の表象がもつ思想的・文化的な意味について明らかにしてきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション イギリスにおける空間の表象 

2. 18 世紀（１） 風景式庭園と風景画 

3. 18 世紀（２） ホガースのロンドン 

4. 国内観光旅行の誕生 

5. 歩行と文化（１） 田園を歩く 

6. 都市と群衆 

7. 貧困と郷愁 

8. 衛生・透明性・都市改革 

9. 歩行と文化（２） 都市を歩く 

10. 19 世紀末ロンドンと探偵小説 

11. 郊外という空間 

12. モダニズム文学と都市 

13. ユートピアと反ユートピア 

14. 多文化社会の空間 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、次回の講義に備えて読むべき資料を指示します。その他の授業時間外の学習に関しては、授業内で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/中間レポート(30%) 

２／３以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

資料プリントを適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. レイモンド・ウィリアムズ、1985、『田舎と都会』、晶文社 

2. 川崎寿彦、1997、『庭のイングランド』、名古屋大学出版会 

3. 河野真太郎、2013、『「田舎と都会」の系譜学』、ミネルヴァ書房 

4. 小林章夫 齊藤貴子、2011、『諷刺画で読む十八世紀イギリス』、朝日新聞社出版 

5. レベッカ・ソルニット、2017、『ウォークス：歩くことの精神史』、左右社 

6. 高山宏、1986、『ふたつの世紀末』、青土社 

7. 中島俊郎、2007、『イギリス的風景』、NTT出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM336／文学講義 ３６ 

(Lectures on Literature 36) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イギリス文化２ 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 元状(SATO MOTONORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀イギリスを代表する小説家グレアム・グリーンの半生を追いかけ、同時代の小説や映画の相互交渉の過程に目を向ける

ことによって、２０世紀前半のイギリス文化のダイナミクスに対する知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グレアム・グリーンの小説のほとんどはこれまで映画化されており、グリーンは映画にもっとも向いた小説家として理解されている

が、彼自身が１９３０年代に映画批評家であったことはあまり注目されていない。本授業では、グリーンの初期から中期にかけて

の小説家としての成長を同時代の映画との相互交渉の観点から描き出していく。グリーンの小説、そして彼が参照した映画につ

いて紹介していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「スタンブール特急」と列車映画（１） 

3. 「スタンブール特急」と列車映画（２） 

4. 「ここは戦場だ」と初期トーキー映画（１） 

5. 「ここは戦場だ」と初期トーキー映画（２） 

6. 「拳銃売ります」とスクリューボール・コメディ（１） 

7. 「拳銃売ります」とスクリューボール・コメディ（１） 

8. 「ブライトン・ロック」とフランスの詩的なリアリズム（１） 

9. 「ブライトン・ロック」とフランスの詩的なリアリズム（２） 

10. 「恐怖省」とプロパガンダ映画（１） 

11. 「恐怖省」とプロパガンダ映画（２） 

12. 「第三の男」と西部劇（１） 

13. 「第三の男」と西部劇（２） 

14. 総括。「情事の終わり」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週、テクストの指定個所を予習してくること。また授業内で扱った小説や映画を復習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/コメントペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤元状、２０１８年３月出版予定、『グレアム・グリーン、ある映画的人生』、慶應義塾大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM337／文学講義 ３７ 

(Lectures on Literature 37) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化１ 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 由梨(SAKUMA YURI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

(1) アフリカ系アメリカ人の文化（文学、音楽、映画）について学び、アメリカ社会の多様性についての知識を身につける 

(2) 人種、民族、性別、階級、セクシュアリティ、世代、宗教などの違いを超えてどこまで人間同士が理解しあえるのかという「他者

理解の可能性」について考えることができる 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義ではアフリカ系アメリカ人の文化表現を分析します。 （1） 人種とは何か （2） マイノリティへの暴力 （3）ブラック・ミュー

ジック （4） 人種とジェンダーという 4 つのテーマを、文学・音楽・映像資料を用いながら多角的に考察します。（3）ブラック・ミュー

ジックでは、奴隷制時代から 21世紀までの音楽表現に焦点をあて、作品を鑑賞するだけではなく、どのように音楽が社会変革や

権利獲得の原動力となってきたのかについて考察します。 

  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人種とは（1）一滴の血のルールとパッシング 

2. 人種とは（2）映画鑑賞 

3. 人種とは（3）二重の意識 

4. マイノリティへの暴力（1）スペクタクル・リンチへと応答する文学・音楽作品 

5. マイノリティへの暴力（2）黒人青年射殺事件へと応答する文学・音楽作品 

6. マイノリティへの暴力（3）テロリズムをめぐる文学・音楽作品 

7. ブラック・ミュージック（1）ゴスペルとブルース 

8. ブラック・ミュージック（2）ソウル・ミュージック 

9. ブラック・ミュージック（3）ネオ・ソウル・ミュージック 

10. ブラック・ミュージック（4）ミュージックビデオの人種・ジェンダー表象 

11. ブラック・ミュージック（5）ミュージックビデオの人種・セクシュアリティ表象 

12. ジェンダー（1）黒人であり女性であること 

13. ジェンダー（2）黒人であり女性であること 

14. 筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・予習として講義で扱う資料を Blackboardからダウンロードし読んでくる 

・レポート執筆のために参考図書を読むなどの自習を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/不定期に行うレスポンスペーパー(20%)/授業内容に基づくレポート(30%) 

単位取得にはレスポンス実施回数の 2/3 以上の提出が必要。レポートは 3000 文字程度で執筆（希望者は英語での執筆も可）。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。適宜プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. ネラ・ラーセン、2006、『白い黒人』、春風社 (ISBN:978-4861100932) 

2. フィリップ・ロス、2004、『ヒューマン・ステイン』、集英社 (ISBN:978-4087733952) 

3. W.E.B. デュボイス、1992、『黒人のたましい』、岩波文庫 (ISBN:978-4003233313) 

4. バラク・オバマ、2007、『マイ・ドリーム―バラク・オバマ自伝』、ダイヤモンド社 (ISBN:978-4478003626) 

5. ウェルズ恵子、2014、『魂をゆさぶる歌に出会う―アメリカ黒人文化のルーツへ』、岩波書店 (ISBN:978-4005007660) 

6. フレデリック・ダグラス、1993、『数奇なる奴隷の半生―フレデリック・ダグラス自伝』、法政大学出版 (ISBN:978-4588021497) 

7. ハリエット・アン・ジェイコブズ、2013、『ある奴隷少女に起こった出来事』、大和書房 (ISBN:978-4479570165) 

授業で紹介する文献（日本語で手に入るもの）を上記に記してあります。映画、音楽、詩なども扱いますが、それらの資料情報に
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ついては授業中に紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 675 - 

■AM338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM338／文学講義 ３８ 

(Lectures on Literature 38) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ文化２ 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの大衆文化に関する知識を深め、また、それを分析する際に有用となる批評の方法論を学ぶことで、我々が「エンターテ

インメント」だと受け止めている文化作品を「研究対象」として捉え直すことの意味と意義を明らかにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 初期（1930 年代～40 年代）のディズニー映画を題材とし、そこに映し出されるアメリカの民主的・多文化的なヴィジョンを明らか

にすることで、ウォルト・ディズニーの同時代的文脈ならびに時代をこえる現代性とを再定位する。 

 とりわけ本講義の中核となるのは、ディズニーの古典的名作である『ダンボ』（1941 年）の徹底的な「精読」である。巨大な耳とい

う、規範を逸脱した身体的特徴を持つダンボは、象徴的なしょうがい者として社会的な少数派に属している。一方で彼は、サーカ

スの仕事に従事する（ローズヴェルト政権下の）労働者でもあり、そのサーカスとは、道化が化粧や女装をする性的な転覆の空間

でもある。さらに、ダンボが夢の中で見る不思議なピンクの象たちは、子象が心に秘めている無意識の不安や欲望を透かし出

す。 

 こうした『ダンボ』の諸相を読み解くうえでは、障害研究、動物研究、クィア批評、精神分析といった批評的参照枠が有益となる。

また、同時代の他のディズニー作品を同じ視野に収めることにより、一層立体的な初期ディズニーの世界観が浮き彫りとなる。つ

まり、作品と批評理論のあいだを柔軟に往還することで、アメリカ文化の本質的な一局面に肉薄することを目指したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――『ダンボ』（1941 年）鑑賞 

2. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（１） 

3. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（２） 

4. ダンボの異常／非凡なる身体――障害研究（disability studies）と多文化主義（３） 

5. サーカスの肉体労働――動物研究（critical animal studies）と社会意識（１） 

6. サーカスの肉体労働――動物研究（critical animal studies）と社会意識（２） 

7. 学期前半の総括と小テスト 

8. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（１） 

9. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（２） 

10. ピエロの倒錯――クィア批評（queer studies）と宗教倫理（３） 

11. 夢見る動物たち――精神分析(psychoanalysis)と脱構築批評（１） 

12. 夢見る動物たち――精神分析(psychoanalysis)と脱構築批評（２） 

13. 夢見る動物たち――精神分析(psychoanalysis)と脱構築批評（３） 

14. 学期後半の総括と小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で鑑賞する『ダンボ』に加え、『ピノキオ』と『白雪姫』はなるべく各自でＤＶＤをレンタルするとともに、YouTube で見られるミ

ッキーマウスの短編映画（数十本あり）にできる限り目を通すことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

レポートに、部分的であれ、（とりわけネット上からの）無断引用があった場合には、単位を認めない。他人の書いたものから得た

情報については、必ずレポート本文中にその出典を明記すること。したがって、具体的にどこを参照したのかが分からない「参考
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文献」をレポート末尾に挙げてはならない。引用ではなく要約をする場合にも、要約した箇所それぞれの直後に出典の明記が求

められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM339／文学講義 ３９ 

(Lectures on Literature 39) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化１ 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「南海の英国」から「太平洋国家」へと変貌と遂げたニュージーランド社会の成り立ちや、先住民マオリの文化を基層とするその国

民文化の深層を学び、「英語圏文化」の多様性に対する理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語研修地先として人気が高いニュージーランドですが、この国には英語以外にもう２つの公用語があります。それは先住民マ

オリの言語、つまりマオリ語と手話です。これは、まさに現代ニュージーランド社会の社会正義に対する意識の高さを示すともい

えますが、ある種のエクスキューズにもなっています。本授業では、こうしたニュージーランド社会や文化の諸相を明らかにしてい

きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ニュージーランドの国旗は？ 

2. 「白く長い雲のたなびく地」とポリネシア系先住民マオリ 

3. マオリの伝統的な社会・文化概説 

4. キャプテン・クックの登場 

5. ニュージーランドの誕生とワイタンギ条約 

6. 先住民マオリの抵抗運動その 1 マオリとキリスト教、千年王国運動 

7. 先住民マオリの抵抗運動その 2 土地戦争、マオリ王 

8. ヨーロッパ系住民の社会 

9. 先住民族政策の変遷 

10. ワイタンギ審判所 

11. マオリ先住権復活運動 

12. マオリ文化復興運動 

13. 先住民社会と多文化主義／二文化主義 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/発言や出席票を兼ねた小テスト、コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. キース・シンクレア、1982 年、『ニュージーランド史』、評論社 (ISBN:4566056015) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM340／文学講義 ４０ 

(Lectures on Literature 40) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英語圏文化２ 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 暁子(NAITO AKIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グロ—バル化が進むニュージーランド社会に関し、先住民マオリ社会(文化)を軸として、ジェンダー、環境、スポーツ、社会正義等

といった側面から考察し、その多様な様相に迫ります。そして、「英語圏文化」の歴史と現状に対する理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

マジョリティ社会、移民社会、先住民社会というそれぞれの視点から、グローバル化が進むニュージーランド社会を多角的にとら

えます。具体的には、文化イメージ、映画、ジェンダー、環境、スポーツ、レイシズム、非核政策などを通してニュージーランド国民

文化の成り立ちを明らかにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. グローバリゼーションとニュージーランド社会 

3. ニュージーランド観光とマオリ 

4. ニュージーランドと映画産業 

5. 映画から観る先住民マオリ Once were warriors 

6. 映画から観る先住民マオリ Whale rider 

7. 映画から観る NZ社会とジェンダー 

8. ニュージーランド社会とラグビー ハカ 

9. ニュージーランド社会とラグビー 社会正義 

10. ニュージーランドと非核政策 

11. ニュージーランドと環境問題 

12. ニュージーランドと環境問題 先住民族の立場から 

13. ニュージーランド国民文化と先住民マオリ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

本講義では関連する時事問題等について意見を述べてもらうので、普段からアンテナを高くするとともに、予習復習を怠らないよ

うにしましょう。 

配付資料や指示した参考文献等を熟読し、興味のあるテーマについては自分の頭で考え、自分の目で見、自分の足で調べる心

構えをもって授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/発言や出席票を兼ねた小テスト、コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しません。関連資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 青柳まちこ編、2008 年、『ニュージーランドを知るための 63 章』、明石書店 (ISBN:9784750328263) 

2. 前川啓治・棚橋訓編、2005 年、『講座世界の先住民族 09 オセアニア』、明石書店 (ISBN:4750321877) 

3. キース・シンクレア、1982 年、『ニュージーランド史』、評論社 (ISBN:4566056015) 

4. 河合利光編、2002 年、『オセアニアの現在』、人文書院 (ISBN:4409530267) 

他の参考書は随時、提示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM341／文学講義 ４１ 

(Lectures on Literature 41) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化１ 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、受講生が自分の属している文化圏のなかでの自分の立ち位置を認識し、その立ち位置から異文化圏の人々への共

感のあり方について考察を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スーザン・ソンタグ(Susan Sontag)の<I>Regarding the Pain of Others</I>（原書）をメインテキストに講義する。メインテキストが参

照している文学、絵画、写真、あるいは本書のトピックと関連する図書・写真・映像作品等をサブテキストにして、メインテキストの

理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 執筆の背景と筆者の問題意識について 

2. 第 1 章 （サブテキスト：ウルフ『三ギニー』） 

3. 第 2 章 前半 （サブテキスト：映画『ゲルニカ』） 

4. 第 2 章 後半 

5. 第 3 章 （サブテキスト：カロ、ゴヤの絵画） 

6. 第 4 章 

7. 中間テスト 

8. 第 5 章 前半（サブテキスト：ホメロス『イリアス』、映画『プライベート・ライアン』等） 

9. 第 5 章 後半 

10. 第 6 章 （サブテキスト：映画『サラエボの花』） 

11. 第 7 章 

12. 第 8 章 （サブテキスト：ソンタグ『サラエボで、ゴドーを待ちながら』） 

13. 第 9 章 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignment)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で案内する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(30%)/小テストもしくはグループ発表（下記「その他」参照）(30%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Susan Sontag. 2003. <I>Regarding the Pain of Others</I>. Penguin Books (ISBN:978-0-141-01237-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ソンタグ著 北條文緒訳、2003、『他者の苦痛へのまなざし』、みすず書房 (ISBN:4-622-07047-2) 

2. ヴァージニア・ウルフ著 片山亜紀訳、2017、『三ギニー』、平凡社 (ISBN:9784582768602) 

3. スーザン・ソンタグ著 富山太佳夫訳、2012、『サラエボで、ゴドーを待ちながら』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-07476-2) 

他の参考文献や参考資料については別途案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者人数によっては小テストに代わりグループ発表を行う。グループ発表の場合は、受講生をグループに分け、グループの中

で毎回の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながらテキストを読み進めていく。 

 

注意事項（Notice） 
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■AM342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM342／文学講義 ４２ 

(Lectures on Literature 42) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化２ 

担当者名 

（Instructor） 
新井 葉子(ARAI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この科目は、比較文化論に不可欠な問いの立て方について認識を深め、そのような問いの立て方を身につけることを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スーザン・ソンタグの著作から、「写真」、「SF映画」、「女性の美」、「ボスニア」、「9・11」の５つの主題を扱ったエッセイを紹介する

（基本的に英文の原書をメインテキストにするが、邦訳のあるものは邦訳も併せて紹介する）。さらに、これらのエッセイをサブテ

キストと併せて読解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、テキスト読解を深めるためのプレテキストについて） 

2. "In Plato's Cave" from <I>On Photography</I> (1977) （「プラトンの洞窟で」 、『写真論』） 前半 

3. "In Plato's Cave" from <I>On Photography</I> (1977) （「プラトンの洞窟で」 、『写真論』） 後半 

4. "The Imagination of Disaster" from <I>Against Interpretation and Other Essays</I> (1966) （「惨劇のイマジネーション」、

『反解釈』） 前半 

5. "The Imagination of Disaster" from <I>Against Interpretation and Other Essays</I> (1966) （「惨劇のイマジネーション」、

『反解釈』） 後半 

6. "The Double Standard of Aging" (1972) 

7. "Beauty: How Will It Change Next?" (1975) 

8. 中間テスト 

9. "Waiting for Godot in Sarajevo" from <I>Where the Stress Falls</I> (2001)（『サラエボで、ゴドーを待ちながら』） 前半 

10. "Waiting for Godot in Sarajevo" from <I>Where the Stress Falls</I> (2001)（『サラエボで、ゴドーを待ちながら』） 後半 

11. "'There' and 'Here'" from <I>Where the Stress Falls</I>(2001) 

12. "9.11.01" and "A Few Weeks After" from <I>At the Same Time</I> (2007) 

13. "One Year After" and "Regarding the Tourture of Others"from <I>At the Same Time</I> (2007) （「他者の拷問への眼差

し」） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の予習（Reading Assignment)を必ず行うこと。詳細については履修登録完了後に Blackboard上で履修登録者に対して行

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(30%)/小テストもしくはグループ発表（下記「その他」参照）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは履修登録者に対し Blackboardより案内する。 

 

参考文献（Readings） 

1. スーザン・ソンタグ著 近藤耕人訳、1979、『写真論』、晶文社 (ISBN:4-7949-5866-8) 

2. スーザン・ソンタグ著 高橋康也ほか訳、1996、『反解釈』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08252-2) 

3. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2013. <I>Susan Sontag: Essays of the 1960s & 70s</I>. Library of America (ISBN:978-1-

59853-255-5) 

4. Susan Sontag (David Rieff, ed). 2017. <I>Susan Sontag: Later Essays</I>. Library of America (ISBN:978-1-59853-519-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者人数によっては小テストに代わりグループ発表を行う。グループ発表の場合は、受講生をグループに分け、グループの中

で毎回の発表者・司会者を決め、全員でディスカッションを行いながらテキストを読み進めていく。 
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注意事項（Notice） 
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■AM781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM781／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM782／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM783／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM784／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM785／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM786／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM787／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AM789 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AM789／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C1) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C1) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ１ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C1) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，ドイツ文学専修で学習していくのに必要なさまざまな技術

や方法の基本を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に並行履修する「ドイツ語圏文化概論 1」の講義内容をプロトコル（記録）にまとめる技術，口頭発表の方法，学問的な質

疑応答のやり方の基礎，参考書を使用した自主的な学習の方法を指導する。 

授業ではテキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また「ドイツ

語圏文化概論１」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。その際，１．講義内容のノートの取り方，２．講義内容

を文章にまとめる上での注意事項，３．論理的で正確な報告文の文法と語彙，４．ワープロ原稿の作成法，５．聞き手の興味を喚

起するための口頭発表のパフォーマンス，６．情報を正しく引き出すための質疑の方法などを訓練する。なお，討論における発言

をもって出席と認めるので，積極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。また，高校の世界史の学習内容を「ドイツ語圏

文化概論１」と関連づけるために，参考書を指定し最終課題を課す。さらに，秋学期の入門演習 C２a～ｃの準備として，夏休みの

課題を課す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習することと，「ドイツ語圏文化概論１」の講義を理解すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/プロトコル作成と口頭発表(40%)/授業への出席と質疑応答への参加度(30%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 須澤通・井出万秀、『ドイツ語史』、郁文堂 3,500 円 

2. 若尾祐司・井上茂子編、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 約 3,000 円 

 

参考文献（Readings） 

「ドイツ語圏文化概論１」もしくは「ドイツ語圏文化概論」の講義資料と授業で配布するプロトコル（プリント） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ａ 

(Introductive Seminars in German Studies C2) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｂ 

(Introductive Seminars in German Studies C2) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｃ２ｃ 

(Introductive Seminars in German Studies C2) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏の文学，文化，言語を学ぶための基礎知識を習得しながら，情報収集，口頭発表，レポートや講義記録の作成とともに

討論の訓練もする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同じく，テキストの指定箇所を全員が予習し，その内容について毎回指名された担当者を中心に議論・批評を行う。また

「ドイツ語圏文化概論 2」の 1 回分の講義内容のプロトコルを作成・提出してもらう。これと並行して，自分自身が興味をもっている

ドイツ語圏の文学，文化，言語についてテーマを設定，それに関する情報を収集・整理し，学期末には各人がレポートを作成して

提出。テーマの設定については，春学期の講義「ドイツ語圏文化概論 1」もしくは「ドイツ語圏文化概論」や秋学期の「ドイツ語圏文

化概論 2」などで学んだこと，授業で使用するテキストなどが参考になる。なお，討論における発言をもって出席と認めるので，積

極的な参加が不可欠であることを銘記してほしい。 

夏休みの課題については，春学期の入門演習 C1 で課題図書リストとともに指示がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストの指定箇所を全員が予習し，また「ドイツ語圏文化概論 2」の講義を理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/宿題(30%)/口頭発表・プロトコル(20%)/授業への積極的参加(20%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 若尾祐司・井上茂子、『ドイツ文化史入門  １６世紀から現代まで』、昭和堂 約 3,000 円 

2. 若尾祐司・井上茂子、『近代ドイツの歴史』、ミネルヴァ書房 3,360 円 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

最終テストは土曜日の午後を利用して行う予定。日程・詳細は授業時に伝えるが，試験日は予定をあけておくこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席ドイツ語基礎演習１および 2 で通算 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席ドイツ語基礎演習１および 2 で通算 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席ドイツ語基礎演習１および 2 で通算 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520532-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2800 円＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席がドイツ語基礎演習１および２で通算 3回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ケルン，Ｄ．Ｓ．(KERN,DANIEL S.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席がドイツ語基礎演習１および２で通算 3回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースを引き継ぎ，ネイティヴ・スピーカー教員のもとでドイツ語のアクティヴな運用能力をト

レーニングする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全学共通カリキュラムのドイツ語集中コースで１年次に学んだ studio [21] A1.2 を継続（第 9 課～12 課），により会話能力を訓練

する。文法や講読の詳細は「ドイツ語基礎演習３」をはじめとする他の科目にゆずって，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜び

が体験できるように心がけたい。１年次に学習したトピックに加えて，各課のテーマはさらに広がりを見せる。これにゲームを交え

た復習も加わるだろう。各テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，形容詞の格語尾変化，現

在完了，接続法，前置詞，副文などをどんどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。異文化に対する好奇心を武器

に積極的に学習しよう。なお，「ドイツ語基礎演習１」と「ドイツ語基礎演習２」は，ａ, ｂ, ｃのクラスごとに同一教員が担当し，あわ

せて週２回開講の科目に相当するので，別々に履修することはできない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A1.2 第 9 課 

2. studio [21] A1.2 第 9 課 

3. studio [21] A1.2 第 9 課 

4. 中間小テスト 

5. studio [21] A1.2 第 10 課 

6. studio [21] A1.2 第 10 課 

7. studio [21] A1.2 第 10 課 

8. 中間小テスト２ 

9. studio [21] A1.2 第 11 課 

10. studio [21] A1.2 第 11 課 

11. studio [21] A1.2 第 11 課 

12. studio [21] A1.2 第 12 課 

13. studio [21] A1.2 第 12 課 

14. 中間小テスト３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

復習と予習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/毎時間のディクテーションなどの小テスト(50%) 

正当な理由のない欠席がドイツ語基礎演習１および２で通算 3回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A1. 2. Cornelsen (978-0-06-520532) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2010 2,800＋税） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 恵(YAMAMOTO MEGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクストに基づく学習と解説 

2. テクストに基づく学習と解説 

3. テクストに基づく学習と解説 

4. テクストに基づく学習と解説 

5. テクストに基づく学習と解説 

6. テクストに基づく学習と解説 

7. テクストに基づく学習と解説 

8. テクストに基づく学習と解説 

9. テクストに基づく学習と解説 

10. テクストに基づく学習と解説 

11. テクストに基づく学習と解説 

12. テクストに基づく学習と解説 

13. テクストに基づく学習と解説 

14. テクストに基づく学習と解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクストに基づく学習と解説 

2. テクストに基づく学習と解説 

3. テクストに基づく学習と解説 

4. テクストに基づく学習と解説 

5. テクストに基づく学習と解説 

6. テクストに基づく学習と解説 

7. テクストに基づく学習と解説 

8. テクストに基づく学習と解説 

9. テクストに基づく学習と解説 

10. テクストに基づく学習と解説 

11. テクストに基づく学習と解説 

12. テクストに基づく学習と解説 

13. テクストに基づく学習と解説 

14. テクストに基づく学習と解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次で習得したドイツ語力を踏まえて，ドイツ語の初級文法をマスターし，ドイツ語を読解するために必要な語学力の基礎固め

をする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨年度のドイツ語入門で学んできた初級文法をふまえ，さまざまなジャンルのテキスト読解と音読の練習をしよう。ドイツ語入門で

使用した教科書は，ポイントとなる文法事項を確認するための座右の銘としよう。 

授業では，これまでに学んだドイツ語の文法規則と単語力をテキスト読解の実践に応用する訓練が中心となる。毎回独文和訳の

課題を提出してもらい，授業の中でポイントを解説し，音読の練習をする。学んだ文法事項がテキストを読む際に活用できるよう

になると，ドイツ語はおもしろくなってくる。基礎語彙とあわせて，文法規則のすべてを暗記しよう。文法規則と基礎単語の暗記こ

そ，ドイツ語をマスターする秘訣だ。 

立教大学ドイツ文学研究室の井出教授が独自に開発したプリント教材は，文法を中心に詳しい注釈がついているので，しっかり

学べば，急速な実力アップは間違いない。みんなでがんばろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テクストに基づく学習と解説 

2. テクストに基づく学習と解説 

3. テクストに基づく学習と解説 

4. テクストに基づく学習と解説 

5. テクストに基づく学習と解説 

6. テクストに基づく学習と解説 

7. テクストに基づく学習と解説 

8. テクストに基づく学習と解説 

9. テクストに基づく学習と解説 

10. テクストに基づく学習と解説 

11. テクストに基づく学習と解説 

12. テクストに基づく学習と解説 

13. テクストに基づく学習と解説 

14. テクストに基づく学習と解説 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』「髭麻呂の文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期初めに提出する課題(20%)/授業への参加状況（毎回のディクテーション，音読，語彙復習小テスト，随時出される課題）(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

(1)『専門コースへのドイツ語文法』（ドイツ語入門での教科書） 

(2)テキスト集（１年次に購入済），プリント 

 

参考文献（Readings） 

(3)中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
井口 三奈子(IGUCHI MINAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１年次秋学期に学んだ初級文法の知識を確実なものにしながら，副文を重点的に学んで，中級レベルの構文把握力と表現力を

習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ文の複雑な内容を正確に理解するために，また自分でも高度な内容の「おとな」のドイツ語表現ができるようになるために

も，ドイツ語の構文，特に従属接続詞に導かれた副文（Nebensatz）の構造に関する知識と実践は欠かすことができない。この授

業ではドイツで作成された LL用の教材を用い，dass や weil といった従属接続詞の意味と用い方，主文と副文のコンビネーショ

ン・パターンを，豊富な例文をもとに体系的・網羅的に学びながら，CALL教室での反復練習によってそのパターンを耳と口で覚え

よう。こうした練習を通じて長めの文をひとつのまとまりとして理解し，表現できるようになれば，ドイツ語の理解力が飛躍的に伸

び，速読力も表現力も大幅に強化されること請け合いだ。それぞれの授業の前半では，教員がテキストの例文を文法的に説明す

るので，後半はＣＤを使って，各自例題の反復練習をしよう。毎回欠かさず出席して，副文構造の説明を理解して，積極的に練習

して副文を体得することが，実力アップの鍵だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回予習をして授業に臨むことが前提です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況(40%)/毎時間の復習小テスト(60%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

Zielinski:Grundformen des deutschen Nebensatzes のプリントおよびＣＤ（１年次に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003 税込 1,680 円）（１年次に購入済) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in German 5) 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in German 5) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in German 5) 

担当者名 

（Instructor） 
高田 梓(TAKATA AZUSA ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL2812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２年次春学期までに学んだドイツ語の知識を確認し，未習の文法事項を補いながら，ドイツ語の読解力を養おう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のドイツ語基礎演習３に引き続き，さまざまなジャンルのまとまった内容の短い文章のアンソロジーを精読し，それによっ

て，文学・語学・文化研究に必要なドイツ語文の理解の仕方を身につけよう。 

毎回の授業は，予習を前提に，独文和訳を提出してもらい，受講者の苦手な点や間違いの多い点についての解説を中心にすす

む。テキストの訳読のみならず，ディクテーション，ネイティヴの朗読を手本としての音読，語形・構文の分析，練習問題などに学

生諸君が主体となって授業を展開していこう。 

春学期同様，中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円＋税），独和辞典，ドイツ語入門教

科書『専門コースへのドイツ語文法』は必携アイテム。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとドイツ語の理解に役立つ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/授業への積極的な参加度，毎回のディクテーション，課題提出，音読・語彙などの復習小テスト

(80%) 

正当な理由のない欠席 3 回でもって成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

（１）『専門コースへのドイツ語文法』 

（２）１年次に購入済のテキスト集および付属のＣＤ 

（３）プリント 

 

参考文献（Readings） 

中島悠爾・平尾浩三・朝倉巧著『必携ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（１年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ａ 

(Introductory German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｂ 

(Introductory German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 １ｃ 

(Introductory German 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

夏休みの課題の提出が秋学期ドイツ語入門の成績評価のための前提となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ａ 

(Introductory German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｂ 

(Introductory German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
吉村 暁子(YOSHIMURA AKIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ２ｃ 

(Introductory German 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話で

も基本となる重要なものばかりだ。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にして，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

教科書のダイアログを登場人物になりきって演じてみるのもおもしろい。外国語はお芝居できると上手になるものだ。 

また，文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ

語は楽しい。Deutsch macht Spass!だ。 

春学期にすすむ目標は第８課をおわらせることだ。そうすれば過去のことだってはなせるようになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第１課 

2. 第１課 

3. 第２課 

4. 第２課 

5. 第３課 

6. 第４課 

7. 中間小テスト 

8. 第５課 

9. 第６課 

10. 第６課 

11. 第７課 

12. 第７課 

13. 第８課 

14. 最終小テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回小テストと中間小テスト(60%)/課題練習問題(20%)/テキスト音読(20%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2,940 円）『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダンス

時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ａ 

(Introductory German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席回数がドイツ語入門３と４で通算３回となった時点で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｂ 

(Introductory German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席回数がドイツ語入門３と４で通算３回となった時点で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ３ｃ 

(Introductory German 3) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席回数がドイツ語入門３と４で通算３回となった時点で成績評価の対象とならない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ａ 

(Introductory German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 文(MATSUBARA AYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｂ 

(Introductory German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／ドイツ語入門 ４ｃ 

(Introductory German 4) 

担当者名 

（Instructor） 
馬場 浩平(BABA KOHEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き，独文専攻で必要になるドイツ語文法・読解スキルの基礎を習得しよう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，教科書に沿って，ドイツ語を読解する際に必要となる基礎的な文法事項を学ぼう。秋学期は第９課から教科

書のおわりまで。秋学期がおわればドイツ語で大事な文法事項はほとんどマスターだ。 

習う事柄は「読解」だけではなく，日常の会話でも基本となる重要なものばかり。授業では，ドイツ語をできるだけ多く自分で口にし

て，音からドイツ語の語感をマスターしよう。 

文法口頭練習ドリルと追加の問題集を使って，自宅でも勉強して，習ったことを確実にしていこう。できるようになればドイツ語は

楽しい。Deutsch macht noch mehr Spass!だ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 練習 

2. 練習 

3. 練習 

4. 練習 

5. 練習 

6. 練習 

7. 練習 

8. 練習 

9. 練習 

10. 練習 

11. 練習 

12. 練習 

13. 練習 

14. 練習 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『Aspekt』の「髭麻呂文法講話」シリーズを読んでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

学期始めに提出する課題(20%)/毎回の小テスト（ディクテーションなど）、練習問題、テキスト音読(80%) 

正当な理由なく、欠席がドイツ語入門１と２合わせて通算３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 井出万秀、2010、『専門コースへのドイツ語文法』、朝日出版 

2. 朝倉他、2003、『ドイツ文法総まとめ』、白水社 

『専門コースへのドイツ語文法』（朝日出版 2940 円），『ドイツ文法総まとめ（改訂版）』（白水社 2003 本体 1,600 円）（ガイダン

ス時に購入済），『文法口頭練習ドリル』（ガイダンス時に購入済） 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて別途指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ３ 

(Seminars C3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究のひとつとして対象分野についての知識を得ながら，同時に，他の文化現象を分析し，異文化理解を深めるための方

法を，フィールド・ワークを含むケース・スタディーによって学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

《20 世紀アヴァンギャルド》 

20 世紀初頭のヨーロッパ近代芸術のなかで興ったアヴァンギャルド運動では，さまざまな「主義（-ismus」)や「様式(Stil)」が交錯・

交替しながら展開されてゆく。本演習では，この 20 世紀のアヴァンギャルド運動を，個々の「芸術家」と「作品」を出発点に，その

理念や展開の過程とともに考察する。 

 毎回の授業は，担当教員によるテーマへの導入ののち，各自が関心を持ったテーマについて調べ，考察，発表し，その研究発

表に基づいて参加者全員で討論する。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. フィールド・ワーク 

3. 研究発表(1) 

4. 研究発表(2) 

5. 研究発表(3) 

6. 研究発表(4) 

7. 研究発表(5) 

8. 研究発表(6) 

9. 研究発表(7) 

10. 研究発表(8) 

11. 研究発表(9) 

12. 研究発表(10) 

13. 研究発表(11) 

14. 研究発表(12)とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

春休みの課題は、第１回目の授業時に提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席・参加状況(40%)/研究発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 末永照和、2013、『20 世紀の美術（増補新装版）』、美術出版社 

2. 三浦篤、2015、『まなざしのレッスン 2 西洋近現代絵画』、東京大学出版会 

 

参考文献（Readings） 

1. クレメント・グリーンバーグ、2005、『グリーンバーグ批評選集』、勁草書房 

その他の参考文献は教室で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ４ 

(Seminars C4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究のひとつとして対象分野についての知識を得ながら，同時に，他の文化現象を分析し，異文化理解を深めるための方

法を，フィールド・ワークを含むケース・スタディーによって学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

《1920 年代の表象文化》 

1920 年代，世界の主要な都市では，近代的な都市的な文化が同期しながら花開いた時期だった。今日それはモダニズムと呼ば

れるが，それはたんに芸術運動にとどまらず，衣食住から娯楽にいたるまで様々な生活文化，大量生産，大量消費が実現された

時代の都市の大衆文化のなかで人々が共有していたものだった。本演習では，こうした「黄金の 1920 年代」の表象文化の諸相

に、発表と参加者全員の討論を通じて迫っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. フィールド・ワーク 

3. 研究発表(1) 

4. 研究発表(2) 

5. 研究発表(3) 

6. 研究発表(4) 

7. 研究発表(5) 

8. 研究発表(6) 

9. 研究発表(7) 

10. 研究発表(8) 

11. 研究発表(9) 

12. 研究発表(10) 

13. 研究発表(11) 

14. 研究発表(12)とまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

前学期に配布した文献リストから 1 冊選んで，２５００字程度で論じ，第１回の授業時に提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席・参加状況(40%)/研究発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は教室で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ５ 

(Seminars C5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期の共通テーマは「自然」とし、ある対象に関するイメージの生成を「自然」という視点から歴史的かつ批判的に捉えることを

目指す。ドイツ語圏文化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自

の研究テーマについて調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さら

に口頭発表を踏まえ、ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 導入講義（３）＋学生発表と討議（１） 

4. 学生研究発表と討議（２） 

5. 学生研究発表と討議（３） 

6. 学生研究発表と討議（４） 

7. 学生研究発表と討議（５） 

8. 学生研究発表と討議（６） 

9. 学生研究発表と討議（７） 

10. 学生研究発表と討議（８） 

11. 学生研究発表と討議（９） 

12. 学生研究発表と討議（10） 

13. 学生研究発表と討議（11） 

14. 学生研究発表と討議（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(45%)/口頭発表(25%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤卓己、1998、『現代メディア史』、岩波書店 (ISBN:978-4000260152) 

上記テキストはすでに春休みの課題として読んでいることを前提とする。また、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子

『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）も教科書となる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (ISBN:978-4-88303-344-7) 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackbordによって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ６ 

(Seminars C6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成を大前提とし、ドイツ語圏を対象とする文化研究の分野で、独力でテーマを発見し、調査・研究し、その成果を論

文としてまとめあげるための方法を実践的に学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今学期のテーマは「他者」とし、ある社会集団に関するイメージの生成を歴史的かつ批判的に捉えることを目指す。ドイツ語圏文

化（あるいはそれと関連する日本ないし他地域の文化）におけるメディアとその歴史を踏まえ、受講者各自の研究テーマについて

調査・研究して口頭発表し、全員で討議する。また担当者を決めて討議内容のプロトコルを作成する。さらに口頭発表を踏まえ、

ゼミ論文を作成する。口頭発表は原則として毎回 3 名。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修上の注意・ガイダンスと導入講義（１） 

2. 導入講義（２） 

3. 学生研究発表（１） 

4. 学生研究発表（2） 

5. 学生研究発表（3） 

6. 学生研究発表（4） 

7. 学生研究発表（5） 

8. 学生研究発表（6） 

9. 学生研究発表（7） 

10. 学生研究発表（8） 

11. 学生研究発表（9） 

12. 学生研究発表（10） 

13. 学生研究発表（11） 

14. 学生研究発表（12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

口頭発表は指定された期日までに概要を提出し指導を受け、教員によって指定された資料の蒐集と研究を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/プロトコル・出席および授業への積極的参加(35%)/口頭発表(25%) 

正当な理由なく欠席が 3 回に達した場合、また口頭発表を正当な理由なく欠席した場合、その時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沼野允義、2009、『ユダヤ学のすべて（新装版）』、新書館 (ISBN:978-4403251009) 

上記に加えて、1 年次に入門演習で使用した若尾祐二・井上茂子『近代ドイツの歴史―18 世紀から現代まで』（ミネルヴァ書房）

および春学期に使用した教科書も引き続き使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて個別にあるいは授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ハンドアウトや論文の提出、連絡は Blackboardによって行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ７ 

(Seminars C7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

秋学期以降の授業および卒業論文執筆で必要になるドイツ語論文読解力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回 1 本，ドイツ語のテキストを和訳・提出し，授業ではその解説を行うと同時に，テキストの音読も訓練する。 

必要に応じて随時追加の課題も課される。また休暇中も課題は継続して行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト１ 

2. テキスト２ 

3. テキスト３ 

4. テキスト４ 

5. テキスト５ 

6. テキスト６ 

7. テキスト７ 

8. テキスト８ 

9. テキスト９ 

10. テキスト１０ 

11. テキスト１１ 

12. テキスト１２ 

13. テキスト１３ 

14. テキスト１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎週授業時に課題を提出。返却された課題の復習，テキストの音読練習をして授業に臨む。 

休暇中にも課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の課題(100%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1 年次ドイツ語入門教科書とドイツ文法総まとめを持参 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ８ 

(Seminars C8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『ドイツ記憶の場』を通して歴史的アイテムの評価が歴史を通じてどのように変化してきたかを探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゼミ形式で行う。『ドイツ記憶の場』収録の論文の担当箇所を発表する。また同時に毎週の課題を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 『ドイツ記憶の場』テーマ１a 

3. 『ドイツ記憶の場』テーマ１b 

4. 『ドイツ記憶の場』テーマ１c 

5. 『ドイツ記憶の場』テーマ１d 

6. 『ドイツ記憶の場』テーマ２a 

7. 『ドイツ記憶の場』テーマ２b 

8. 『ドイツ記憶の場』テーマ２c 

9. 『ドイツ記憶の場』テーマ２d 

10. 『ドイツ記憶の場』テーマ３a 

11. 『ドイツ記憶の場』テーマ３b 

12. 『ドイツ記憶の場』テーマ３c 

13. 『ドイツ記憶の場』テーマ３d 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題を毎週提出する。 

休暇中も課題がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(30%)/課題(40%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

演習 C7 で配布・分担 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ９ 

(Seminars C9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの子どもの本の歴史と特性を学び、各自の研究テーマを見つける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの子どもの本の歴史を概観し、その特性を学ぶ。教員の導入授業の後、前半はテーマごとにドイツの子どもの本の原文テ

キストを訳読し、教員が解説。後半は、教員の指示するテーマと原文テキストについて、グループ発表を行う。各自、最終レポート

にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

子どもの本のはじまり～18 世紀 

2. 19 世紀：ロマン派～写実主義と子どもの本 

3. 20 世紀：ケストナー、プロイスラー、エンデなど 

4. 反権威主義的児童文学、戦争児童文学、少女小説 

5. グループ発表１ 

6. グループ発表２ 

7. グループ発表３ 

8. グループ発表４ 

9. グループ発表５ 

10. グループ発表６ 

11. グループ発表７ 

12. グループ発表８ 

13. グループ発表９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキスト『ドイツの子どもの本－大人の本とのつながり』を読み、レポート 5000 字にまとめ、初回授業時に提出(2、3 年生） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(15%)/初回提出レポート(15%)/授業への出席・参加(40%)/発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野村泫、2009、『ドイツの子どもの本ー大人の本とのつながり（増補新版）』、白水社 (ISBN:978-4-560-08037-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. ベッティーナ・ヒューリマン、2003、『ヨーロッパの子どもの本 300 年の歩み（上）』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08751-6) 

2. ベッティーナ・ヒューリマン、2003、『ヨーロッパの子どもの本 300 年の歩み（下）』、筑摩書房 (ISBN:4-480-08752-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１０ 

(Seminars C10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの子どもの本について、一人ひとりが自分のテーマを決定し、研究、発表する。最終レポートにまとめる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツの子どもの本について、一人ひとりが自分のテーマを決め、研究し、発表する。一次文献はドイツ語で読むことが前提であ

り、自分で日本語訳をする。司会、プロトコルも全員が担当する。活発な質疑応答により、発表内容の問題点を洗いだそう。発表

後も研究を継続し、最終レポートにまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 個人発表：１～３ 

3. 個人発表：４～６ 

4. 個人発表：７～10 

5. 個人発表：11～14 

6. 個人発表：15～18 

7. 個人発表：19～22 

8. 個人発表：23～26 

9. 個人発表：27～30 

10. 個人発表：31～34 

11. 個人発表：35～37 

12. 個人発表：38～40 

13. 個人発表：41～43 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

夏季休業中に、自分のテーマを決定し準備を進めておくこと。必要な文献を探したり、入手しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への出席・参加（プロトコル）(40%)/発表(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

随時指示 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１１ 

(Seminars C11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期・秋期ともに、自分の関心に基づき自由にテーマを

選び、主に日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳

しながら考察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思想研

究とは、テクストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしていくこ

と、つまり旅にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なりまた神社仏閣へと足を運んでもらうこと

になるだろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋学生発表 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された文献を読み、またフィールドワークを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｃ１２ 

(Seminars C12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化とは何かを考え、体験し、自らを形成するために意識化する。ヨーロッパの中のドイツ文化を歴史的に位置づける、あるい

は、アジアの中の日本文化と比較し考察する。そのための文献資料の調べ方、フィールドワークの方法、論の立て方を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は自分が自由に選ぶテーマに基づいて研究発表を行ってよいが、最終的に卒業論文を書く、という前提で勉強を進めること

が求められる。そのためにゼミでは以下のようなプロセスを経る。2 年次：春期・秋期ともに、自分の関心に基づき自由にテーマを

選び、主に日本語文献に基づいた考察を発表する。3 年次：自分のテーマに即したドイツ語文献を選び、その文献から引用・和訳

しながら考察を発表する。4 年次：ドイツ語文献から適宜・和訳しつつ、卒論の一部となる章・節を発表する。文学、文化、思想研

究とは、テクストと事物を証拠とする実証的精神を養うことであり、証拠を求めて精神的にも物理的にも実際に体を動かしていくこ

と、つまり旅にも似た作業が必要になる。参加者には、折に触れて、博物館なり劇場なりまた神社仏閣へと足を運んでもらうこと

になるだろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生発表 

2. 学生発表 

3. 学生発表 

4. 学生発表 

5. 学生発表 

6. 学生発表 

7. 学生発表 

8. 学生発表 

9. 学生発表 

10. 学生発表 

11. 学生発表 

12. 学生発表 

13. 学生発表 

14. 学生発表 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

卒論作成に向けて自ら勉強を進めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度(40%)/発表(30%)/最終課題(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

参加者各々に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ａ 

(Seminars in German  1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID  ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
春学期末（6 月末～7 月はじめ）の履修希望調査に基づき「その他登録」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習１Ｂ 

(Seminars in German  1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ａ 

(Seminars in German  2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
春学期末（6 月末～7 月はじめ）の履修希望調査に基づき「その他登録」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習２Ｂ 

(Seminars in German  2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 1 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「思い出」「旅行」「人間関係」などのテーマについ

て学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをどんどん使える

ようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 1 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

6. studio [21] A2.1 の Lektion 2 

7. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

8. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

9. studio [21] A2.1 の Lektion 3 

10. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

11. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

12. studio [21] A2.1 の Lektion 4 

13. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

14. studio [21] A2.1 の Lektion 5 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ａ 

(Seminars in German  3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
クラウス,Ｍ．(KRAUS MANUEL PHILIPP) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
春学期末（6 月末～7 月はじめ）の履修希望調査に基づき「その他登録」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7  

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習３Ｂ 

(Seminars in German  3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 2 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「外出と出会い」「田舎と都市」「文化を体験」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 6 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 7 教科書 studio [21] A2.2 使用開始 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 7  

8. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 7 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 8 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.1. Cornnelsen (ISBN:9783065205870) 

2. 2014. studio [21] A2. 2. Cornelsen (ISBN:978-3-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ａ 

(Seminars in German  4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
クラウス,Ｍ．(KRAUS MANUEL PHILIPP) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
春学期末（6 月末～7 月はじめ）の履修希望調査に基づき「その他登録」 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習４Ｂ 

(Seminars in German  4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
討論 3 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3812 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ドイツ語基礎演習１・２」の studio [21]を引き継いで，ネイティヴスピーカー教員のもとドイツ語のアクティヴな運用能力を訓練す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

studio [21]により，高度な会話能力を訓練する。文法や講読の詳細は「ドイツ文学・文化演習」をはじめとする他の科目にゆずっ

て，ここではドイツ語を学んで実際に使う喜びが体験できるように心がけたい。「職業の世界」「祝祭」「感覚」「思想と発明」などの

テーマについて学び考えながらドイツ語の運用をトレーニングしているうちに，未来時称， 過去時称，接続法や再帰動詞などをど

んどん使えるようになるのだから，楽しさは格別のはずだ。 

なお，この科目は必修科目ではないが，履修する場合には，それぞれＡとＢを同一教員が担当し，あわせて週２回開講の科目に

相当するので，１Ａと１Ｂまたは２Ａと２Ｂをセットで履修する。春学期６月に提出してもらう履修希望調査にもとづいてクラスを指定

するので，掲示の指示に従うこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

2. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

3. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

4. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

5. studio [21] A2.1 の Lektion 9 

6. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

7. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

8. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

9. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

10. studio [21] A2.2 の Lektion 10 

11. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

12. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

13. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

14. studio [21] A2.2 の Lektion 11, 12 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指示された課題の予習と、小テストのための復習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加状況を含む平常点(50%)/授業内小テスト(50%) 

正当な理由なく、欠席が３回になると成績評価の対象とならなくなる。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2014. studio [21] A2.2. Cornnelsen (ISBN:978-0-06-520590-0) 

 

参考文献（Readings） 

中島悠彌・平尾浩三・朝倉巧『必携 ドイツ文法総まとめ』（白水社 2003）（1 年次に購入済） 

井出万秀他『専門コースへのドイツ語文法』（1 年次ドイツ語入門教科書） 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 742 - 

■AN209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習５ 

(Seminars in German 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知的なドイツ語文作成の基礎知識と技術を実践的に学びながら，ドイツ語で思考しドイツ語で文章を書くための基礎を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

論説文を書けるようになるための基礎的な訓練を行う。 

１. 毎回担当者を決めて，毎回の課題テーマについて，１０～１５行程度の短い論説文の作例を提出してもらい，それに基づいて

全員で検討してゆく。   

２. 受講者全員が，１と同じテーマで，毎週，指定された期日までに，10 行程度の短い論説文を提出する。提出された論説文は，

翌週，添削，返却される。 

この授業で学ぶ表現技術は，卒業論文自体の準備にも，様々なプレゼンテーションにも応用することができる。また，自分の思考

能力，日本語能力にも磨きをかけることにもなるはず。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 習練１ 

3. 習練２ 

4. 習練３ 

5. 習練４ 

6. 習練５ 

7. 習練６ 

8. 習練７ 

9. 習練８ 

10. 習練９ 

11. 習練１０ 

12. 習練１１ 

13. 習練１２ 

14. 習練１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題作文を作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席と授業への参加度(40%)/宿題(30%) 

無断欠席３回以上でＤ評価。 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の作文がテクストとなる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島悠爾 他、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

中島悠爾他著『必携ドイツ文法総まとめ』（白水社）を毎回持参すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／ドイツ語表現演習６ 

(Seminars in German 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小論文 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

これまでに学んだドイツ語の知識に基づき、卒業論文のドイツ語要約（Resümee）を独力で作成できる論述文（diskursiver Text）

作成の高度な知識とスキルの獲得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、「文段（パラグラフ）＝論述文の基本単位」という発想をもとに、2 週間単位で課題を設定し、その課題について受講者

全員に作例を作成・提出してもらう。その上で提出された作例を具体的に検討してゆく。毎週の作例提出（授業前日までに提出）

が履修の前提となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入：論述文とは何か・文段（パラグラフ）とは何か 

2. 論述文の発想：作例検討（1） 

3. 論述文の発想：作例検討（2） 

4. 論述文の構造：作例検討（3） 

5. 論述文の構造：作例検討（4） 

6. 論述文の語彙：作例検討（5） 

7. 論述文の語彙：作例検討（6） 

8. 論述文の論理：作例検討（7） 

9. 論述文の論理：作例検討（8） 

10. 論述文の修辞：作例検討（9） 

11. 論述文の修辞：作例検討（10） 

12. 総合：作例検討（11） 

13. 総合：作例検討（12） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講前に「ドイツ語入門」と「ドイツ語基礎演習」の教材を復習し、特に文法知識を確実なものとしておくこと。また、毎回全員が作

例の作成と事前提出を義務づけられているので、これが予習となる。第 1 回の授業の前に、Blackboardで指示される注意事項

等を必ず読み、指示に従って事前の作業をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(25%)/作例(45%) 

正当な理由なく 3 回欠席（作例未提出）となった時点でＤ評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の作例課題は事前に Blackboardにアップする。また必要に応じてプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業中に指示。各自独和辞典（紙媒体）を購入して使用することを強く勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

作例提出や授業に関する連絡は原則として Blackboardを通して行うので、毎週最低１回は必ず該当のサイトを確認すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN211／ドイツ文学・文化演習１ 

(Seminars in German Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
韻文 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 寛(HATAKEYAMA HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩は言うまでもなく、ことばの「意味」だけから成り立っているのではなく、その形式面である「音韻」も非常に重要である。この授

業では「ドイツ詩学入門」を丁寧に読むことで、ドイツ語の詩の理論的理解を深めることが目標となる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「ドイツ詩学入門」を演習形式で読み進める。担当になった学生にはハンドアウトを作成のうえ、発表をしてもらう。詩は音韻に合

わせて朗読をしてもらうので、ドイツ語の発音に気をつけること。 

詩に数多く触れるようにするため、授業の初めで自分が選んできた詩を紹介する時間も設ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・散文と韻文 

2. 言語と律動 

3. 詩行の構成 

4. 詩行の長さ① 

5. 詩行の長さ② 

6. 押韻① 

7. 押韻② 

8. 押韻③ 

9. 定型① 

10. 定型② 

11. 定型③ 

12. 詩の朗読と律動① 

13. 詩の朗読と律動② 

14. 詩の朗読と律動③ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う内容は、必ず事前に目を通しておくこと。詩の部分は朗読をしてもらうので、入念に発音を確認のうえ授業に臨むこと。

担当となった学生はハンドアウトを作成してくること。 

毎回授業の初めに、自分が選んだ詩を発表してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 一ノ瀬恒夫、1995、『ドイツ詩学入門』、大学書林 (ISBN:9784475020626) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN231／ドイツ文学・文化演習１０１ 

(Seminars in German Literature and Culture 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
高木 葉子(TAKAGI YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「ヒトラーの時代」という負の遺産について書かれたテクストを読み、ドイツ語力の向上と、ナチ・ドイツの基本知識の習得を目指し

ます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業は以下の 3 点から構成されます。 

１）担当者が、テクストの指定箇所の内容を発表する 

２）受講者全員が、テクストの指定箇所を訳読する 

３）映像メディアを使って、文字メディアで講読した部分の内容を確認する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

テクストの配布、授業の進行方法の確認、担当者の決定ほか 

2. ヒトラーの権力掌握への第一段階  講読＋映像鑑賞 

3. 当時のドイツ国内の風潮  講読＋映像鑑賞 

4. ヒトラーの権力掌握への第二段階：突撃隊と国防軍  講読＋映像鑑賞 

5. ヒトラーの内政 講読＋映像鑑賞 

6. 恐怖政治と親衛隊 講読＋映像鑑賞 

7. プロパガンダとゲッペルス 講読＋映像鑑賞 

8. これまでの授業の理解の確認 

9. ヒトラーの外交 講読＋映像鑑賞 

10. 共産主義者とユダヤ人 講読＋映像鑑賞 

11. ユダヤ人迫害 講読＋映像鑑賞 

12. 抵抗・亡命・加担 講読＋映像鑑賞 

13. 第三帝国とドイツ帝国の連続性と非連続性 講読＋映像鑑賞 

14. 授業の総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１）授業で扱うテクストを予習する 

２）テクストの担当箇所の訳文のハンドアウトを作成する 

３）最終レポートを提出する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内課題(30%)/出席と授業への参加度(30%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN233／ドイツ文学・文化演習１０３ 

(Seminars in German Literature and Culture 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体文化・表象文化 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の執筆に必要な身体文化・表象文化に関するドイツ語資料の講読を通じて、ドイツ語の読解力を養成し、あわせて、論

文執筆のための情報収集のしかたを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各回の講読担当者は、担当部分の日本語訳、文法的な注釈、内容に関する註釈を記したプリントを用意し、それに基づいて発表

し、履修者全員で討論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 講読（１） 

3. 講読（２） 

4. 講読（３） 

5. 講読（４） 

6. 講読（５） 

7. 講読（６） 

8. 講読（７） 

9. 講読（８） 

10. 講読（９） 

11. 講読（１０） 

12. 講読（１１） 

13. 講読（１２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者全員が毎回の講読箇所を読んで授業に臨むこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への出席・参加状況(60%)/講読の担当(20%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはプリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN235／ドイツ文学・文化演習１０５ 

(Seminars in German Literature and Culture 105) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア文化・ユダヤ文化 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究、とくにメディア文化の分野で自力でドイツ語資料を調査・分析できるための基礎的語学力を訓練する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は以下の二つの内容からなる。（１）担当教員の編集したドイツ語教材を使用して、テクストの内容要約を行い、毎回担当者

を決めて発表する。（２）テクストの指定された箇所の日本語訳を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと内容への導入（講義）。授業スケジュールの確認。 

2. テクスト１－１（メディア文化）：分析と要約。 

3. テクスト１－２（メディア文化）：分析と要約。 

4. テクスト２－１（メディア文化）：分析と要約。 

5. テクスト２－２（メディア文化）：分析と要約。 

6. 理解度確認と質疑応答。 

7. テクスト３－１（メディア文化）：分析と要約。 

8. テクスト３－２（メディア文化）：分析と要約。 

9. テクスト４－１（メディア文化資料）：分析と要約。 

10. テクスト４－２（メディア文化資料）：分析と要約。 

11. テクスト５－１（メディア文化資料）：分析と要約。 

12. テクスト５－２（メディア文化資料）：分析と要約。 

13. テクスト６（研究方法）：分析と要約。 

14. 授業の総括。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱うテクストの予習と期日までの課題提出（要約作例）。受講者各自に課された課題（学期末提出）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席態度(20%)/毎週の課題(30%)/授業での発表(20%) 

正当な理由なく授業を３回欠席した時点で評価は不可となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはファイルを４月の開講前に Blackboardにアップするので、受講者は各自ダウンロードすること。また個別課題はメール

で送付。 

 

参考文献（Readings） 

必要な参考文献は授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

毎週の課題は Blackboardで授業前日の指定された時間までの提出となる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN239／ドイツ文学・文化演習１０９ 

(Seminars in German Literature and Culture 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
伝承・物語 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 素子(YOSHIHARA MOTOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリム童話の原文を詳細に読み、文学の原型としての Märchenの特質を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グリム童話より数編を詳細に読む。版による違いを読み取る。ペローやバジーレとの比較をする。研究文献を読み、理解を深め

る。毎回、訳文を提出してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

授業の進め方の説明 

2. KHM1 かえるの王さま① 

3. KHM1 かえるの王さま② 

4. KHM1 かえるの王さま③ 

5. KHM50 いばら姫① 

6. KHM50 いばら姫② 

7. KHM50 いばら姫③ 

8. KHM25  七羽のからす① 

9. KHM25  七羽のからす② 

10. KHM25  七羽のからす③ 

11. リューティ： 昔話の本質① 

12. リューティ： 昔話の本質② 

13. リューティ： 昔話の本質③ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グリム童話 全 200 話を、日本語で良いので読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の訳文提出(30%)/発表(20%)/授業への出席・参加(20%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Brüder Grimm. 2010. <I>Kinder- und Hausmärchen. 3Bde.</I>. Reclam (ISBN:978-3-15-030042-8) 

2. 野村泫訳、2005、『完訳グリム童話集』 全 7 巻、筑摩書房 (ISBN:4-480-42142-4) 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. マックス・リューティ、1996、『昔話の本質と解釈』、福音館書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN241／ドイツ文学・文化演習１１１ 

(Seminars in German Literature and Culture 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語のテクストを、文法に則して正確に理解し、適切な日本語に訳出する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ローベルト・ムージル（1880-1942）の短編小説『黒ツグミ(Die Amsel)』（1936）のドイツ語原文を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 形容詞の活用（強変化、弱変化、混合変化）と動詞の人称活用（現在形、過去形、接続法 I+II式）の暗記確認テスト 

2. 音読と訳出 

3. 音読と訳出 

4. 音読と訳出 

5. 音読と訳出 

6. 音読と訳出 

7. 音読と訳出 

8. 音読と訳出 

9. 音読と訳出 

10. 音読と訳出 

11. 音読と訳出 

12. 音読と訳出 

13. 音読と訳出 

14. 音読と訳出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ドイツ語テクストを音読し、正しく理解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/出席態度(40%)/予習(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert Musil. <I>Nachlass zu Lebzeiten </I>. Reclam (ISBN:978-3-15-018990-0) 

 

参考文献（Readings） 

相良守峯編博友社刊『独和辞典』か、小学館『独和大辞典』を準備すること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN249／ドイツ文学・文化演習８ 

(Seminars in German Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
検定ドイツ語 

担当者名 

（Instructor） 
辻 朋季(TSUJI TOMOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語検定試験 2 級以上、ドイツ大学入学語学能力証明試験（DSH）や TestDaF(レベル 4 以上）で必要とされる高度な文章読

解力の養成をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語検定 2 級・準 1 級に出題されたテキストを読んで構文を正確に読み解き、これを適切な日本語で表現する力を養う。受講

者は、予め前週に課題（独検の長文問題のテキストの和訳と設問への解答）を提出する。次週の授業では、添削された課題が返

却され、和訳や設問に対する解説を行うので、これをもとにその次の週までに和訳の改訂版に取り組む。またこれと並行して、文

法と語彙に関する過去問（2 級・準 1 級）も解いてゆき、復習のための単語テストも毎週行う。また履修者は学期に 1 回、授業プ

ロトコルの作成も担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要の説明。課題テキストの配布。文法問題①．プロトコル担当者の決定。次週までの和訳課題は①、文法問題は

②。 

2. 初見テキストの和訳。文法問題②。和訳課題①の返却と解説。次週までの和訳課題は②、文法問題は③。 

3. 課題①の返却、解説。文法問題③。和訳課題②の提出。次週までの和訳課題は③－１、文法問題は④。 

4. 課題②の返却、解説。文法問題④。課題③－１の提出。次週までの和訳課題は④－１、文法問題は⑤。 

5. 課題③－１の返却、解説。文法問題⑤。課題④－１の提出。次週までの和訳課題は③－２、文法問題は⑥。 

6. 課題④－１の返却、解説。文法問題⑥。課題③－２の提出。次週までの和訳課題は④－２、文法問題は⑦。 

7. 課題④－２の返却、解説。文法問題⑦。課題④－２の提出。次週までの和訳課題は⑤－１、文法問題は⑧。 

8. 課題④－２の返却、解説。文法問題⑧。課題⑤－１の提出。次週までの和訳課題は⑥－１、文法問題は⑨。 

9. 課題⑤－１の返却、解説。文法問題⑨。課題⑥－１の提出。次週までの課題は⑤－２文法問題は⑩。 

10. 課題⑥－１の返却、解説。文法問題⑩。課題⑤－２の提出。次週までの和訳課題は⑥－２、文法問題は⑪。 

11. 課題⑤－２の返却、解説。文法問題⑪。課題⑥－２の提出。次週までの和訳課題は⑦、文法問題は⑫。 

12. 課題⑥－２の返却、解説。文法問題⑫。課題⑦の提出。次週までの和訳課題は⑧、文法問題は⑬。 

13. 課題⑦の返却、解説。文法問題⑬。課題⑧の提出。次週までの課題は文法問題⑭。 

14. 課題⑧の返却、解説。文法問題⑭。今学期のまとめ。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法問題で出てきた重要単語については、次週に単語テストを実施するので、必ず復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

和訳の内容(50%)/授業態度(20%)/小テスト(20%)/プロトコル(10%) 

無断欠席が 3 回以上あると、履修を放棄したものとみなす。やむを得ない事情で欠席する場合は、授業日の 14:00までに担当教

員に連絡すること。また欠席する場合でも課題は必ず提出すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島悠爾、朝倉巧、平尾浩三、2003、『必携ドイツ文法総まとめ』、白水社 (ISBN:4560004927) 

2. 辻朋季、2015、『もやもやを解消！ドイツ語文法ドリル』、三修社 (ISBN:4384057822) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳細は開講時に指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN252／ドイツ文学・文化演習２ 

(Seminars in German Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
思想・評論 

担当者名 

（Instructor） 
渡部 重美(WATANABE SHIGEMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ギリシア神話の中からいくつかトピックを選び、これに関する簡単なドイツ語の文章を読みながらドイツ語力を身につけつつ、これ

らの神話と後世の（とりわけ、ドイツ語圏の）文学・文化との関係について考察することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画の通り、ギリシア神話の中から本年度は４つのトピックを選び、１）これに関するドイツ語テキストの講読、２）後世の

文学・文化的事象との関連についての講義、調査・発表、ビデオ鑑賞などを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業の進め方の確認、担当者の決定など。 

2. プロメテウスに関するドイツ語テキストの講読 

3. 「文化英雄」としてのプロメテウスに関する講義、調査・発表、関連ビデオの鑑賞 

4. 同上 

5. パンドラに関するドイツ語テキストの講読 

6. パンドラとファムファタルの系譜に関する講義、調査・発表、関連ビデオの鑑賞 

7. 同上 

8. オイディプスに関するドイツ語テキストの講読 

9. フロイトのエディプスコンプレックスに関する講義、調査・発表、関連ビデオの鑑賞 

10. 同上 

11. トロイアに関するドイツ語テキストの講読 

12. トロイア戦争・シュリーマンに関する講義、調査・発表、関連ビデオの鑑賞 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ドイツ語のテキストについては、事前にしっかり読んでおくこと。また、特に文献は指定しないが、ギリシア神話についての入門書

などを読んでおくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度（割り振られた課題をきちんとこなしているか、授業中の議論に積極的に参加し

ているか）(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

ドイツ語のテキストについては、コピーでお渡しする。 

 

参考文献（Readings） 

適宜、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN254／ドイツ文学・文化演習４ 

(Seminars in German Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽・造形芸術 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 里香(SUZUKI RIKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

世紀転換期ウィーンで書かれたオペラ作品を読み、またその成立背景を知る。 

芸術作品を構成するさまざまな要素について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ホフマンスタールの戯曲にシュトラウスが曲をつけるという、『エレクトラ』以降のこれまでの創作スタイルとは異なり、『ナクソス島

のアリアドネ』はホフマンスタールによって初めからオペラ台本として執筆されたものです。テクストを読み味わいつつ、文学と音

楽とがせめぎあい、一つのオペラとして結実していく様を、両者の往復書簡を手がかりに読み取っていきます。授業では毎回担当

者を決め、発表してもらいます。最終回にはオペラを DVDで鑑賞する予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. テクスト購読（１） 

3. テクスト購読（２） 

4. テクスト購読（３） 

5. テクスト購読（４） 

6. テクスト購読（５） 

7. テクスト購読（６） 

8. テクスト購読（７） 

9. テクスト購読（８） 

10. テクスト購読（９） 

11. テクスト購読（１０） 

12. テクスト購読（１１） 

13. テクスト購読（１２） 

14. 作品鑑賞 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当箇所以外も必ず予習しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内での発表(30%)/出席状況、授業での発言・貢献度、リアクションペーパーの内容(30%) 

正当な理由なく３回以上欠席した場合は評価の対象外とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hugo von Hofmannsthal. <I>Ariadne von Naxos(Saemtliche Werke Operndichtungen 2)</I>. Fischer 

2. Willi Schuh. 1978. <I>Briefwechsel. Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal</I>. Atlantis 

3. ホフマンスタール、『ナクソス島のアリアドネ（ホフマンスタール選集４）』、河出書房新社 

4. ヴィリー・シュー編、中島悠爾訳、2000、『リヒャルト・シュトラウス ホーフマンスタール往復書簡全集』、音楽之友社 

原文はコピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 753 - 

■AN256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN256／ドイツ文学・文化演習６ 

(Seminars in German Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中・近世ドイツ語研究 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・現代ドイツ語の祖先にあたる中高ドイツ語（中期高地ドイツ語）の文法を学習し、参考書・辞書などを使ってオリジナルの文献を

読み解く能力を身につける。 

・歴史的な視点からドイツ語を見ることによって、現代ドイツ語に対する理解をいっそう深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

言語は時代につれて変化していくものであり、現代ドイツ語に見られる様々な事象の中にも、その歴史的な変遷をたどることで初

めて理解できるものが多数あります。こうした歴史言語学的な視点から言語をとらえるためには、言語の過去の姿に関する、正確

かつ広範な知識が不可欠です。この授業では、11 世紀から 14世紀にかけて用いられた中期高地ドイツ語（中高ドイツ語）をとり

あげ、現代のドイツ語との相違点に着目しながら文法を学習し、現代ドイツ語に見られる、古いドイツ語の知識があって初めて理

解できる種々の事象に光を当てていきます。また、中高ドイツ語時代の 12～13 世紀は、騎士たちを中心とした中世宮廷文学が

花開いた時代であり、ドイツ文学の最初の黄金時代とも呼ばれています。授業の後半では、中高ドイツ語原典での作品講読にも

挑戦します。ゴットフリート・フォン・シュトラスブルクの叙事詩『トリスタンとイゾルデ』の中から、同時代の詩人たちを批評した部分

を読みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 通時言語学と共時言語学（以下は授業で扱うトピックであり、この通りの順番で進むわけではありません） 

2. ドイツ語の歴史 

3. 中世ドイツ文学の概観 

4. 中高ドイツ語文法 文字と音 

5. 中高ドイツ語文法 語形変化 名詞類 

6. 中高ドイツ語文法 語形変化 動詞 

7. 中高ドイツ語文法 統語論 

8. 中高ドイツ語講読 ゴットフリート・フォン・シュトラスブルク『トリスタンとイゾルデ』から 

9. 同上 

10. 同上 

11. 同上 

12. 同上 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中高ドイツ語辞書（Lexer）は学部事務１課で貸出しの上で授業に臨んで下さい。 

なお、中高ドイツ語原典の講読は、予習なしでは不可能です。授業に参加するには、定期的な予習が不可欠ですので、注意して

下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で随時実施する筆記テスト(60%)/出席および授業中の課題(40%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カール・ヴァインホルト／グスタフ・エーリスマン／フーゴー・モーザー（井出万秀 訳）、2017、『中高ドイツ語小文法』 改訂第

18 版、郁文堂 (ISBN:9784261073348) 

辞書については、準備学習の項目を参照。 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN301／文学講義 １０１ 

(Lectures on Literature 101) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 学(WATANABE MANABU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代ドイツ語の特性を適宜日本語との比較対照によって理解し，言語（史）を文化誌・社会誌（文化史・社会史）として捉える術を

会得することを目標とします。同時に言語学・ドイツ語学の基本概念の理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

以下の授業計画に従ってドイツ語の現況をトピックごとに概説し，言語の歴史の過去と現在を照射し，日独語の文化と社会への

理解を深めます。なるべく多くの言語の事例に論及し，日独語を観察・分析する目を斬新なものにし，相対化することも試みます。

授業への積極的な参加（意見交換，ディスカッションなど）を求め，学期末にはレポートを課します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション —ドイツ語とは何か— 

2. 日本語とドイツ語 

3. ことばの文化（日独語の文化誌 その 1） 

4. ことばの文化（日独語の文化誌 その 2） 

5. ことばの文化（日独語の文化誌 その 3） 

6. ことばの多様性（日独語の方言） 

7. ことばの多様性（日独語のグループ語） 

8. ことばの多様性（日独語の世代語） 

9. ことばとコミュニケーション 

10. 異文化コミュニケーション 

11. 異文化理解（「ステレオタイプ」そのほか） 

12. ことばのピジン・クレオール化とグローバル化 

13. ことばから見た社会 

14. ことばの未来学 —まとめに代えて— 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを授業後にも熟読し，授業内容を復習する授業時間外の学習を行ってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(45%)/授業への参加度（授業時の受け答えやディスカッションへの貢献度，コメントペーパー）(55%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐久間淳一、2007、『はじめてみよう言語学』、研究社 

2. 中田清一・秋元美晴編、2006、『ことばと文化をめぐって 外から見た日本語発見記』、ひつじ書房 

3. 新田春夫、1993、『ドイツ語ことばの小径 言語と文化の日独比較』、大修館書店 

さらに必要に応じて紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

詳しい説明をする第一回目の授業に出席してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN303／文学講義 １０３ 

(Lectures on Literature 103) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの思想論 

担当者名 

（Instructor） 
川中子 義勝(KAWANAGO YOSHIKATSU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ルターからバッハへ。宗教改革以降の思想と信仰の推移を、コラール（宗教詩・讃美歌）の系譜をたどりつつ跡づける。その際

に、主にバッハの声楽作品を対象としながら、その音楽における詩や言葉の意義をも考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

J・S・バッハの音楽は、今日なお世界中で愛される普遍性をもつ一方で、その時代と社会の在り方に深く根ざしている。ルターに

おけるドイツコラールの成立から三十年戦争を経てバッハに至る時代に、作曲されることにより民衆の生活に深く根を張っていっ

たコラールを、バッハが扱ったその仕方を考察し、彼の思想の一端を明らかにする。以下の詩人、ないしバッハの作品を扱う予

定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、宗教改革期のコラール(1)、J・グラーマン「いざ、わが魂よ、主を讃えよ」／ モテット「主に向かいて新しき歌を歌え」 

BWV225 

2. ルターと宗教改革(1)、ルター「深き淵より我は汝に叫ぶ」／ 同名カンタータ BWV38 

3. ルターと宗教改革(2)、ルター「キリストは死の縄目に繋がれたり」／ 同名カンタータ BWV4 

4. 宗教改革期のコラール(2)、「わが神の御心こそ恒に成るなれ」／ 同名カンタータ BWV111 

5. 対抗宗教改革期(1)、J・レオン「わがことは神に託せり」／ カンタータ「神の時は至上の時」 BWV106 

6. 対抗宗教改革期(2)、Ph・ニコライ「暁の星はいかに美しきかな」／ 同名カンタータ BWV1 

7. 三十年戦争期(1)、M・フランク「いかに儚き、いかに虚しき」／ 同名カンタータ BWV26 

8. 三十年戦争期(2)、J・ヘールマン「おお神よ、汝 恵み深き神よ」／カンタータ「けがれなき心」 BWV24 

9. 三十年戦争期(3)、J・リスト「イエスよ、汝 わが魂を」／ 同名カンタータ BWV78 

10. 三十年戦争期(4)、J・フランク「イエスよ、わが喜び」／ 同名モテット BWV227 

11. 三十年戦争期(5)、P・ゲルハルト「我は汝が馬槽の前に立ち」／ 「クリスマス・オラトリオ」 BWV248 

12. 敬虔主義初期(1)、S・ローディガスト「神の御業こそいと良けれ」／ 同名カンタータ BWV98 他 

13. 敬虔主義初期(2)、J・ネアンダー「力つよき誉れの主を讃えよ」／ 同名カンタータ BWV137 

14. バッハに歌詞台本を提供した詩人たち、S・フランク、 E・ノイマイスター、他／ まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習の指示は、履修登録完了後、毎回の授業時にそのつど行う。講義では毎回テクストをプリントとして配布するが、テクス

トについての考察を深めることを、復讐として心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

講義への積極的な参加(50%)/毎回のリアクションペーパー(30%)/最終課題(20%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

毎時間、テクストをプリントとして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 川中子義勝、2010、『詩人イエス―ドイツ文学から見た聖書詩学・序説』、教文館 (ISBN:978-4-7642-7308-5) 

2. 川中子義勝、1996、『北の博士・ハーマン』、沖積舎 (ISBN:4-8060-4618-3) 

3. ベルンハルト・ガイェック、2009、『神への問い―ドイツ詩における神義論的問いの由来と行方』、土曜美術社出版販売 

(ISBN:978-4-8120-1736-4) 

4. 川中子義勝、2016、『魚の影 鳥の影』、土曜美術社出版販売 (ISBN:978-4-8120-2322-8) 

5. ルドルフ・ボーレン、2017、『祈る―パウロとカルヴァンとともに』、教文館 (ISBN:978-4-7642-6731-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN304／文学講義 １０４ 

(Lectures on Literature 104) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの言語論 

担当者名 

（Instructor） 
平井 敏雄(HIRAI TOSHIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・ドイツおよびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷をたどる。 

・現代に至るドイツ語の歴史をたどり、周辺諸言語との関係を探ることで、現代のドイツ語に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「言語とはどのようなものであるのか」という問いは、古くから人間の考察の重要な対象となってきました。この授業では、ドイツお

よびヨーロッパにおける、言語に対する様々なとらえ方の変遷・言語に関する営みの発展を追い、19 世紀の印欧語比較言語学

の誕生によって、言語に対する考察が科学として成立した過程をたどります。また、20 世紀以降、一部は比較言語学に対するア

ンチテーゼとして登場した様々な言語研究の方法を紹介することで、現代言語学の多彩な姿にふれていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに 言語学＝文法？ 

2. 古典ギリシャ・ローマ時代の言語観 

3. 中世ヨーロッパの言語観・聖書の言語観 

4. ドイツ語の歴史 古高ドイツ語時代の言語観 

5. ドイツ語の歴史 中高ドイツ語時代の言語観 

6. ドイツ語の歴史 新高ドイツ語 標準ドイツ語・規範文法の成立 

7. 近代ヨーロッパの言語論 1 

8. 近代ヨーロッパの言語論 2 

9. 言語学の誕生－比較言語学 

10. ソシュールの研究 通時言語学と共時言語学 

11. 現代の言語学 生成文法理論など 

12. 現代の言語学 認知言語学・語用論など 

13. 現代の言語学 文法化理論など 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内でその都度指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内で随時実施する筆記テスト(75%)/出席態度(25%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 須澤通・井出万秀、2009、『ドイツ語史―社会・文化・メディアを背景として』、郁文堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN309／文学講義 １０９ 

(Lectures on Literature 109) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日独比較文化 

担当者名 

（Instructor） 
新本 史斉(NIIMOTO FUMINARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

・社会、政治上のトピックを、日本、ドイツにおける歴史的、文化的背景と結びつけて理解できるようになる。 

・ヨーロッパ文化の限界と可能性について歴史的パースペクディヴから考えることができるようになる。 

・ヨーロッパ文化、ドイツ文化を鏡に、自らの立っている文化的、思想的立場の相対性を理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本とドイツは、全体主義、敗戦、高度成長…と、20 世紀の歴史経験を共有しながらも、過去との対峙、エネルギー政策、移民政

策等において、異なる道を歩んできました。この講義では、文化的視点から、両者の共通性と差異について、近現代における具

体的な出来事、思想、作品をとりあげつつ考察していきます。近代世界を支えてきた諸価値がかつてない形で問い直されようとし

ている現在、「私たち」がどこに立っているのか、どちらに向かえばよいのか、ドイツという鏡を通して、考えていきたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションⅠー ドイツ語圏の現在、日本の現在を「文化」から読み解く 

2. ドイツと日本 二つの戦後（１） 

3. ドイツと日本 二つの戦後（２） 

4. ドイツと日本 二つの戦後（３） 

5. 「環境先進国ドイツ」を文化と歴史から読み解く（１） 

6. 「環境先進国ドイツ」を文化と歴史から読み解く（２） 

7. イントロダクションⅡー <翻訳>の視点から国民文化を再考する 

8. ドイツの「私たち」／日本の「私たち」―<翻訳>の視点から国民文化を再考する（１） 

9. ドイツの「私たち」／日本の「私たち」―<翻訳>の視点から国民文化を再考する（２） 

10. ドイツの「私たち」／日本の「私たち」―<翻訳>の視点から国民文化を再考する（３） 

11. 「比較文化論」の彼方へ―<移動>から生まれる表現（１） 

12. 「比較文化論」の彼方へ―<移動>から生まれる表現（２） 

13. 「比較文化論」の彼方へ―<移動>から生まれる表現（３） 

14. まとめ ー 比較、越境、アイデンティティーズ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

・指定された文献、映像資料は、あらかじめ講読、視聴しておくこと。 

・各自の関心に応じて、授業中に紹介された文献、資料を読み、期末レポート作成に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/授業時間内での課題提出(40%) 

やむを得ない事由を除き 15 分以上の遅刻・早退は欠席扱いとし、欠席 3 回以上は単位を取得できない。提出物における不正を

行う者は単位取得の資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で使用するテクストは毎回プリントで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田勇治、2014、『過去の克服：ヒトラー後のドイツ』、白水社 (ISBN:4560083657) 

2. 井関正久、2005、『ドイツを変えた６８年運動』、白水社 (ISBN:4560026076) 

3. ウリ・エデル、2010、『バーダー・マインホフ 理想の果てに[DVD]』、Happinet 

4. 小野一、2014、『緑の党 運動・思想・政党の歴史』、講談社 (ISBN:4062585863) 

5. 近藤潤三、2013、『ドイツ移民問題の現代史―移民国への道程』、木鐸社 (ISBN:483322464X) 

6. ファティ・アキン、2009、『そして、私たちは愛に帰る[DVD]』、ポニーキャニオン 

7. イルマ・ラクーザ、2018、『もっと、海をー想起のパサージュ』、鳥影社 (ISBN:4862656463) 

三ツ木道夫『翻訳の思想史—近現代ドイツの翻訳論研究』晃洋書房、2011 年、4771022089 
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水野的編『日本の翻訳論』法政大学出版局、2010 年、4588436163 

多和田葉子『エクソフォニー』岩波書店、2012／2003 年、4006022115 

多和田葉子『献灯使』講談社、2014 年、406219192X 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN313／文学講義 １１３ 

(Lectures on Literature 113) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの都市文化 

担当者名 

（Instructor） 
柚木 理子(YUKI MASAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

多種多様な人々をのみこむ混沌とした都市における家族を中心とした日常生活から，現代ドイツの都市文化について理解を深め

ていきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

様々な問題を抱えながらも，社会的基盤を再構築しまた諸政策を施して持続可能な社会形成に向けて取り組んでいるドイツ社会

を，統計資料や多様な映像資料を用いながら講義していきます。その際，受講者との議論を交え，日本との比較を加えながら現

代ドイツの課題を考察していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス，テーマ設定 

2. ドイツ社会の基礎知識 

3. 現代のドイツの都市の特徴 

4. 都市のユニバーサルデザイン 

5. ワーク・ライフ・バランスを支える文化 

6. 家族の変容とジェンダー 

7. おひとりさまと都市文化 

8. 「多世代ハウス」 

9. 「女性たちの住まい」 

10. 貧困と格差社会 

11. 移民大国 ドイツ 

12. ドイツの外国人労働者 

13. 包摂型社会に向けて 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

インターネットを用いて，ドイツのメディアにアクセスし，アクチュアルなドイツの姿に触れてみよう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー（兼出席票）(40%) 

欠席回数が 3 回を超えたものについては D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，授業時に資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 影山穂波、2004、『都市空間とジェンダー』、古今書院 

2. 姫岡とし子、2005、『ジェンダー化する社会―労働とアイデンティティの日独比較史』、岩波書店 

3. 原 ひろ子/大沢 真理編、1993、『変容する男性社会―労働、ジェンダーの日独比較』、新曜社 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 762 - 

■AN317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN317／文学講義 １１７ 

(Lectures on Literature 117) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハプスブルク帝国の文化 

担当者名 

（Instructor） 
富山 典彦(TOMIYAMA NORIHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「永遠の皇帝」と呼ばれるフランツ=ヨーゼフ一世を、いくつかの視点から眺めて、19 世紀後半から 20 世紀初頭のハプスブルク帝

国の歴史と文化を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

パワーポイントを使って、できるだけ多くの図像を提示する。それについて解説をして、毎回のテーマについて理解を深めるととも

に、コメントペーパーを書くことでその理解を定着させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. )はじめに 

2. 「永遠の皇帝」(1) 

3. 「永遠の皇帝」(2) 

4. 皇帝フランツ=ヨーゼフの神話 

5. フランツ=ヨーゼフと音楽 

6. 少年フランツ=ヨーゼフのお絵かき 

7. 皇帝と写真 

8. フランツ=ヨーゼフの受けた教育 

9. 軍人フランツ=ヨーゼフの教育 

10. 皇帝の記念祭 

11. 皇帝の旅行 

12. 皇帝と「ベル・エポック」 

13. 皇帝と皇太子ルドルフ 

14. おわりに 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ハプスブルク関係の文献は日本語で書かれたものや日本語に翻訳されたものも多いので、それらを読んで自分なりにこの時代

のハプスブルク帝国のイメージを描いてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回のコメントペーパー(70%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. クラウディオ・マグリス(鈴木隆雄・藤井忠・村山雅人訳)、1990年、『オーストリア文学とハプスブルク神話』、書肆風の薔薇 

2. ハンス・コーン(稲野強他訳)、1986 年、『ハプスブルク帝国史入門』、恒文社 

3. W.M. ジョンストン(井上修一・岩切正介・林部圭一訳)、1986年、『ウィーン精神 1・2 ハープスブルク帝国の思想と社会 1848-

1938』、みすず書 

4. 加藤雅彦、1995 年、『図説ハプスブルク帝国』、河出書房新社 

5. 倉田稔、2001 年、『ハプスブルク・オーストリア・ウィーン』、成文社 

6. 大津留厚、1996 年、『ハプスブルク帝国』、山川出版社 

7. スティーヴン・ベラー(坂井栄八郎監訳・川瀬美保訳)、2001年、『フランツ・ヨーゼフとハプスブルク帝国』、刀水書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AN337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN337／文学講義 １０７ 

(Lectures on Literature 107) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメディア論 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀末から 20 世紀前半のドイツ語圏の思想と文化についてメディア論という視点から理解を深めることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義では、19 世紀末から戦間期に至るドイツ語圏の思想を、都市、メディア、戦争などとの関連から取り上げ、知覚体験の変容

に思想表現がいかに反応しようとしたかを、ゲオルグ・ジンメル、シュテファン・ゲオルゲとそのクライス、ヴァルター・ベンヤミン、エ

ルンスト・ユンガー、ジークフリート・クラカウアーのテクストを手がかりに論じ、ひとつの思想的系譜を仮説的に提示することを試

みます。それにより、20 世紀前半のドイツ語圏の思想が現代にもちうる可能性についても考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（履修上の注意、本講義の目的と概要） 

2. 近代化する社会と知覚体験の変容（１） 

3. 近代化する社会と知覚体験の変容（２） 

4. ジンメルの都市論 

5. ジンメルの知覚論・メディア論 

6. ゲオルゲの世界 

7. ゲオルゲ・クライス 

8. ベンヤミンの都市論＝知覚論（１） 

9. ベンヤミンの都市論＝知覚論（２） 

10. ユンガーの戦争美学（１） 

11. ユンガーの戦争美学（２） 

12. クラカウアーの大衆文化論（１） 

13. クラカウアーの大衆文化論（２） 

14. 総括と展望 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教科書の指定された部分をあらかじめ読んで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(25%)/リアクションペーパー(25%)/中間レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

最終テストは教場レポートとなる。無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田良三、2013、『可視性をめぐる闘争 戦間期ドイツの美的文化批判とメディア』、三元社 (78-4-88303-344-7) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の資料は事前に Blackboardにアップロードするので、受講者は各自ダウンロードし、必要に応じでプリントアウトして授業に

持参すること。紙媒体の資料の配布は行わない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN340／文学講義 １１０ 

(Lectures on Literature 110) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツのメルヘン 

担当者名 

（Instructor） 
矢羽々 崇(YAHABA TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

グリムをはじめとするドイツ語圏のメルヒェンを知り，現在の私たちにとっての意味を考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メルヒェンとは何か。メルヒェンが「今」の「日本」で生きている「私たち」にとって，どのような意味を持っているのか。そうしたこと

を，グリムや他のメルヒェンを読みながら，皆さんと一緒に考えていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：授業計画，評価方法について，メルヒェンというジャンルの基礎 

2. メルヒェンの法則性：白雪姫は何回殺される？ 

3. グリム以前のヨーロッパのメルヒェン：赤ずきんは助からない？ 

4. グリム・メルヒェンの成立：子どものためだけに集めた？ 

5. グリム・メルヒェンを読む 1：「白雪姫」（1810 年初期稿〜1812 年初版） 

6. グリム・メルヒェンを読む 2：「白雪姫」（1819 年第 2 版〜1857 年第 7 版） 

7. グリム・メルヒェンを読む 3：「ラプンツェル」をさかのぼると… 

8. グリム以後のメルヒェンと児童文学 1：ハッピーエンドなきメルヒェン？ 

9. グリム以後のメルヒェンと児童文学 2：メルヒェンというジャンルは死んだ？ 

10. 映像化されたメルヒェン 1：なぜディズニーの王子は歌い続ける？ 

11. 映像化されたメルヒェン 2：CG技術でメルヒェン映画はブームに？ 

12. 日本でのグリム受容 1：なぜメルヒェン＝教訓というイメージができたか？ 

13. 日本でのグリム受容 2：「エログログリム」に騙されないで！ 

14. 最終授業時筆記試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

できるだけオリジナルのメルヒェンを読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(40%) 

3 回以上の欠席は評価の対象としません。遅刻や途中退席も，場合によっては欠席扱いとします。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業時にコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野村泫（訳）、2005、『完訳グリム童話集』、筑摩書房 

2. 小澤俊夫、2012、『グリム童話 200 歳：日本昔話との比較』、小澤昔ばなし研究書 

3. フロイント、2007、『若い読者のためのメルヘン』、中央公論美術出版 

4. 大野寿子（編）、2017、『グリム童話と表象文化』、勉誠出版 

その他，適宜授業中で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

積極的に授業に参加してくれることを期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN341／文学講義 １１１ 

(Lectures on Literature 111) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ゲーテの世界 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゲーテの作品を取り上げつつ、ゲーテと彼の見た世界の魅力を紹介する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ゲーテの活動は単に文学の領域にとどまらない。彼は、世界をひとつの普遍的な観点から捉えようとして、その思索は、鉱物、植

物、光学、医学、神秘主義など多岐に跨る。そのような様々な領域を包括するゲーテの視座とはいかなるものだったのか。ドイツ

近代の時代を生きた最高度の知性が見ていた世界の様相を明らかにし、そこからまた我々の時代と世界を照らし出そうとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゲーテと化石 

2. ゲーテと植物 

3. ゲーテと旅 

4. ゲーテと温泉 

5. ゲーテと宇宙 

6. ゲーテと女神 

7. ゲーテとスピノザ 

8. ゲーテとシラー 

9. ゲーテと魔術 

10. ゲーテとピュタゴラス派 

11. ゲーテとオルフェウス派 

12. ゲーテと政治 

13. ゲーテと結婚 

14. まとめ（なお、上記テーマの講義順番は変更の可能性がある） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ゲーテの作品テクストを各自（翻訳でよいので）読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と課題(60%) 

ゲーテの作品についての読後感想 1 回と最終レポート１回、合計 2 回レポートを提出してもらう。無断で授業を欠席した場合、３

回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

ゲーテの翻訳作品は、岩波文庫、潮出版で読むことができる。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN342／文学講義 １１２ 

(Lectures on Literature 112) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの身体文化 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀ドイツの舞踊を通じて，近現代ドイツの身体文化についての知見を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

《20 世紀ドイツの舞踊》 

20 世紀に入るまで，舞踊は，他のアートにくらべ一段劣ったものと見なされてきました。ところが，20 世紀初頭のパリを席巻した

「バレエ・リュス」と「モダン・ダンス」の誕生によって，この舞踊に対する見方は一変します。本講義では，映像資料を使いながら，

まず，この舞踊の隆盛を社会・文化史的な背景とも関係づけながら解明し，舞踊がアートの最前線に躍り出た 1960 年代以降の

舞踊を通観しながら，現代の舞踊について考える手掛りを探ってゆきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. モダン・ダンスの成立（１） 

3. モダン・ダンスの成立（２） 

4. ドイツの新しい舞踊の揺籃（１） — ヘレラウ 

5. ドイツの新しい舞踊の揺籃（2） — モンテ・ヴェリタ 

6. マリー・ヴィグマンと「表現］ 

7. ルドルフ・ラバンの身体運動の研究 

8. ヴァレスカ・ゲルトと 1920 年代のベルリン 

9. オスカー・シュレンマーとバウハウス舞台 

10. クルト・ヨースとタンツテアター 

11. ドイツの新しい舞踊とナチズム 

12. ピナ・バウシュのタンツテアター（１） 

13. ピナ・バウシュのタンツテアター（２） 

14. コンテンポラリーダンス 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介された映像，公演などを鑑賞し，小レポートを提出すること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への出席とリアクションペーパーの内容(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木晶 編、2012、『バレエとダンスの歴史 ー 欧米劇場舞踊史』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN344／文学講義 １１４ 

(Lectures on Literature 114) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツの音楽・舞台芸術 

担当者名 

（Instructor） 
江口 直光(EGUCHI NAOAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語ミュージカルをテーマとし、このジャンルの特質と社会的・精神史的背景を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語ミュージカルを代表する作品『エリザベート』を中心に、ドイツ語ミュージカルの歴史的基盤、作劇・作曲技法、受容状況な

どを映像・音声資料を用いながら多角的に考察する。なお、日本版『エリザベート』を取り上げる予定はないので、留意されたい。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと導入 

2. ドイツ語ミュージカルの源流（１）ジングシュピール 

3. ドイツ語ミュージカルの源流（２）オペレッタ 

4. ドイツ語ミュージカルの源流（３）楽劇 

5. 『エリザベート』第１幕（１） 

6. 『エリザベート』第１幕（２） 

7. 『エリザベート』第１幕（３） 

8. 『エリザベート』第２幕（１） 

9. 『エリザベート』第２幕（２） 

10. 『エリザベート』第２幕（３） 

11. その他のドイツ語ミュージカル（１） 

12. その他のドイツ語ミュージカル（２） 

13. その他のドイツ語ミュージカル（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

必要に応じて履修登録完了後に、Blackboardを通じてあるいは授業時に直接履修者に指示する｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/不定期に何回か提出するリアクションペーパー(40%) 

ドイツ文学専修の申し合わせ事項として、欠席 3 回で D 評価となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定せず､ プリントを配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・配布プリントは 1 回前の分まで教室に持参する｡欠席などの理由で 2 回以上前の分を必要とする場合は､ 各自で Blackboard

からダウンロードして入手すること｡ 

・プリントおよびリアクションペーパー用紙は､ 授業開始前に教卓ないしは前方のテーブル上から各自で受け取ること｡ 

・リアクションペーパーは出席点とは無関係である。たとえ提出しても、授業内容を把握していると判断できないようなもの、独自

の思考過程がうかがえないもの、他人のものやインターネットの記事を書き写したようなもの等は採点の対象にしない。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AN348／文学講義 １１８ 

(Lectures on Literature 118) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ中世の文学・文化 

担当者名 

（Instructor） 
村瀬 天出夫(MURASE AMADEO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL3800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ中世盛期の女性神秘家たちとその「幻視文学（Visionsliteratur）」を考察する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う．ヒルデガルト・フォン・ビンゲン(1098－1179)やメヒティルト・フォン・マグデブルク(1207 頃－1282 頃)など中世盛

期の女性神秘家たちを中心に，文学史的ジャンルとしての「幻視」（ヴィジオ visio）の社会的・文化的機能を検討する． 

そのためにドイツ中世文化における「神秘思想」（Mystik）を文学史的・ドイツ語史的・キリスト教史的・知識論的観点から解説す

る． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ドイツ中世文学・文化概略１ 

2. ドイツ中世文学・文化概略２ 

3. ドイツ中世文学・文化概略３ 

4. 中世盛期の女性神秘家たち 

5. ヒルデガルト・フォン・ビンゲン（Hildegard von Bingen） 

6. メヒティルト・フォン・マグデブルク（Mechthild von Magdeburg） 

7. 「神秘思想」１：認識論的概念としての「神秘・ミュスティク」の文化的意味 

8. 「神秘思想」２：文学的・ドイツ語史的意味 

9. 「幻視文学」１：「幻視・ヴィジオ」の文学史的意味 

10. 「幻視文学」２：知識論的意味 

11. 「幻視文学」３：キリスト教史的意味 

12. 「幻視文学」４：女性神秘家たち 

13. 受容と展望：中世末期の「ドイツ神秘主義」（Deutsche Mystik）へ 

14. まとめとふりかえり 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布されるテキストを事前に読んでおくこと． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパーの内容を基準とする授業参加度(60%) 

無断で授業を欠席した場合、３回の欠席でもって D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に配布する． 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時では毎回リアクションペーパーに疑問・感想等を書いてもらいます。そして、それをもとにしたフィードバックも行っていきま

す。積極的な授業参加を期待しています。 

 

注意事項（Notice） 
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■AN781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AN785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ａ 

(Introductive Seminars in French D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスの文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文化や社会を考えるうえで，手掛かりとなる基礎的な知識を学び，発表やレポート，資料の検索などの方法を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後学んでゆくことになるフランス語圏の文化と社会への最初のアプローチとして，いくつかの特徴的なテーマ（「政教分離」「スト

ライキ」「家族制度」など）から現代のフランス社会を扱ったテキストを用いて，日本との比較も行いながら考察してゆきます。受講

者はいくつかのグループに分かれ，担当する箇所については，テキストの要約と調査を行ったうえで発表します。全員が事前に

該当する部分を読んでくることを前提に，発表を聞いた後，グループあるいは全体で意見を出しあい，最後にコメントカードに自分

の考えをまとめて提出するという手順で進めるので，準備も含めた積極的な参加が必要となります。以上の作業を行うために，最

初の数回は，入門的な概要を紹介し，要約や発表の方法，図書館を利用した資料の検索のしかたなどを学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、教科書の紹介 

2. 発表のための準備①／分担決定 

3. 図書館講習（予定） 

4. 発表のための準備② 

5. 発表：第１の謎 

6. 発表：第２の謎 

7. 発表：第３の謎 

8. 発表：第４の謎 

9. 発表：第５の謎 

10. 発表：第６の謎 

11. 発表：第７の謎 

12. レポートの書き方について 

13. フランスの家族制度について 

14. 確認作業・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小田中直樹、2005、『フランス７つの謎』、文春新書 (ISBN:4166604279) 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝比奈美知子・横山安由美、2011、『フランス文化 55 のキーワード』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623060152) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

全員が必ず一度は発表することになる。また毎回ディスカッションの時間を設けるので、積極的な受講態度が期待される。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｂ 

(Introductive Seminars in French D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスにかんする基礎知識 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス（共和国）の地理、歴史、宗教、言語、文明／文化、社会の特徴について、フランス語の歴史（フランス語史）を軸に、基礎

知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、主に講義する。映画鑑賞については、各自メモを取り、可能であればグループに分かれ、いずれにせよ

全員で質疑応答を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 身近に見つかる（日本語になっている）フランス語 

3. パリ＆フランス社会にかんする映像 

4. フランス語史１（ラテン語からフランス語へ） 

5. フランス語史２（アカデミー・フランセーズ） 

6. フランス語史３（フランス語圏とは何か） 

7. 王国のフランス、共和国のフランス 

8. 映画『パリ 20 区、僕たちのクラス』１ 

9. 映画『パリ 20 区、僕たちのクラス』２ 

10. 質疑応答１ 

11. 質疑応答２ 

12. 全体のまとめ 

13. フランスの「少数言語」について 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランス語の習得に努める。フランスにかんするイベントに足を運ぶ、情報を得る。フランス製の品物を使ってみる。フランス語話

者の友だちを作る。フランス語圏に旅行する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答を介した学習(30%)/出席状況など(20%)/小レポート(20%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 髭郁彦／川島浩一郎／渡邊淳也、2010、『フランス語学概論』、駿河台出版社 (ISBN:978-4411022325) 

2. ナドー＆バーロウ、2008、『フランス語のはなし もう一つの国際共通語』、大修館書店 (ISBN:978-4469250763) 

3. フランソワ・ベゴドー、2008、『教室へ』、早川書房 (ISBN:978-4152089878) 

4. 三浦信孝、1997、『多言語主義とは何か』、藤原書店 (ISBN:978-4894340688) 

5. 田中克彦、1981、『ことばと国家』、岩波新書 (ISBN:978-4004201755) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ１ｃ 

(Introductive Seminars in French D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代フランスの文化と社会 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの文化や社会を考えるうえで，手掛かりとなる基礎的な知識を学び，発表やレポート，資料の検索などの方法を身につけ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今後学んでゆくことになるフランス語圏の文化と社会への最初のアプローチとして，いくつかの特徴的なテーマ（「自由，平等，友

愛」「政教分離」「ストライキ」など）から現代のフランス社会を扱ったテキストを用いて，日本との比較も行いながら考察してゆきま

す。受講者はいくつかのグループに分かれ，担当する箇所については，テキストの要約と調査を行ったうえで発表します。全員が

事前に該当する部分を読んでくることを前提に，発表を聞いた後，グループあるいは全体で意見を出しあい，最後にコメントカード

に自分の考えをまとめて提出するという手順で進めるので，準備も含めた積極的な参加が必要となります。以上の作業を行うた

めに，最初の数回は，入門的な概要を紹介し，要約や発表の方法，図書館を利用した資料の検索のしかたなどを学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、シラバス確認、教科書の紹介 

2. 発表のための準備①／分担決定 

3. 図書館講習（予定） 

4. 発表のための準備② 

5. 発表：第１の謎 

6. 発表：第２の謎 

7. 発表：第３の謎 

8. 発表：第４の謎 

9. 発表：第５の謎 

10. レポートの書き方について 

11. 発表：第６の謎 

12. 発表：第７の謎 

13. フランスの社会と文化について 

14. 確認作業・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

小田中直樹『フランス７つの謎』（文春新書 2005 年 680 円） 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ａ 

(Introductive Seminars in French D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳された作品を通して，フランスの文学に触れ，文学的に書かれたテクストを読むための基礎となる技法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，まず最初に，フランス文学への第一歩として，概説を紹介し，具体的に短編や抜粋を用いて，物語がどのように構

成されているのか，言葉がどのように用いられているのかを，客観的に分析するという作業を行います。それから，フランスの小

説，詩，エッセーなどから，いくつかのテクストをとりあげ，受講者は，各自の興味に応じて，いずれかの作品を選び，グループと

なって担当します。複数の担当者は，まずテクストを要約的に紹介し，それから各自の視点から分析します。担当者以外の受講

者も，事前に必ず作品の該当する部分を読み，考えてきたうえで，グループあるいは全体で議論を行います。そして，授業の終わ

りにコメントカードに自らの考えをまとめ提出するという流れで進めるので，積極的な参加が必要です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，シラバス確認，使用テキストについて 

2. 発表の分担決定，発表のてびき 

3. 読解の分析と実践 

4. 発表（第 1グループ） 

5. 発表（第 2グループ） 

6. 発表（第 3グループ） 

7. 発表（第 4グループ） 

8. 発表（第 5グループ） 

9. 発表（第 6グループ） 

10. 発表（第 7グループ） 

11. 発表（第 8グループ） 

12. レポートの書き方について 

13. 読解のまとめ 

14. 学期のまとめ／レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回の授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝比奈美知子・横山安由美、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

演習である以上、全員が必ず一度は発表することになる。文学作品にあまり触れたことのない学生も、疑問点などあれば積極的

に質問すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｂ 

(Introductive Seminars in French D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化と文学について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
昼間 賢(HIRUMA KEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス文学のおもしろさに触れるため、第一に、その基本的な形態である詩の魅力を感じられるようになること、第二に、その歴

史的変遷を「主義」の移り変わりの過程として学ぶこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記授業計画のとおり、主に講義する。「発表（詩の朗読）」は、いくつかの課題作品別にグループに分かれ、朗読を含む発表をし

てもらう。最終レポートは、テーマは文学に限らず、受講生が自由に決めるものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. フランス文化の基本的特性：理性と自由、言語と感覚 

3. 文学史１（中世の文芸、古典主義） 

4. 文学史２（ロマン主義、現実主義） 

5. 文学史３（象徴主義、自然主義） 

6. 文学史４（超現実主義、実存主義） 

7. 課題作品の紹介 

8. 絵画で概観する「主義」の移り変わり 

9. 発表１ 

10. 発表２ 

11. 発表３ 

12. 発表４ 

13. レポートの書き方 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

フランスにかんするイベントに足を運ぶ。フランスにかんする本、特にフランス語で書かれた本（翻訳）を読む。短くていいので読

書の記録を残す。うまく書けたら（SNSなどで）公表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表（詩の朗読）(30%)/出席状況など(20%)/小レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき』、白水社 (ISBN:978-4560066003) 

2. 大森晋輔、2012、『フランスの詩と歌の愉しみ』、東京藝術大学出版会 (ISBN:978-4904049334) 

3. 饗庭孝男ほか、1992、『新版 フランス文学史』、白水社 (ISBN:978-4560042861) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｄ２ｃ 

(Introductive Seminars in French D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学への招待 

担当者名 

（Instructor） 
稲村 真実(INAMURA MAMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

翻訳された作品を通して，フランスの文学や文化に触れ，文学的に書かれたテクストを読むための基礎となる技法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では，まず最初に，フランス文学への第一歩として，概説を紹介し，具体的に短編（モーパッサンなど）や抜粋を用いて，

物語がどのように構成されているのか，言葉がどのように用いられているのかを，客観的に分析するという作業を行います。それ

から，フランスの小説，詩，エッセーなどから，いくつかのテクストをとりあげ，受講者は，各自の興味に応じて，いずれかの作品を

選び，グループとなって担当します。複数の担当者は，まずテクストを要約的に紹介し，それから各自の視点から分析します。担

当者以外の受講者も，事前に必ず作品の該当する部分を読み，考えてきたうえで，グループあるいは全体で議論を行います。そ

して，授業の終わりにコメントカードに自らの考えをまとめ提出するという流れで進めるので，積極的な参加が必要です。また，文

学的に書かれたテクストをいかに分析しながら読むことができるのかの実例として，批評的なテクストも扱う予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，シラバス確認，使用テキストについて 

2. 発表の分担決定，発表のてびき 

3. 読解の分析と実践 

4. 発表（第 1グループ）／短編① 

5. 発表（第 2グループ）／短編② 

6. 発表（第 3グループ）／長編 A① 

7. 発表（第 4グループ）／長編 A② 

8. 発表（第 5グループ）／長編 A③ 

9. 発表（第 6グループ）／長編 B① 

10. 発表（第 7グループ）／長編 B② 

11. 発表（第 8グループ）／長編 B③ 

12. レポートの書き方について 

13. 読解のまとめ 

14. 学期のまとめ／レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前準備の作業は毎回の授業時に指示する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への参加度とコメントカード(40%)/発表(30%)/期末レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ａ 

(Preliminary Seminars in French 1) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級文法の習熟をはかり、同時に動詞の使用法を中心として、フランス語の総合的な運用能力を高めることを狙いとする。仏文

のカリキュラムにおける最後の語学の必修科目であり、2 年次春学期のこの段階で文法事項および表現法の習得をさらに一段と

深めることにより、3 年次以降の授業において本格的にフランス語の原書を読みこなすための橋渡しとしたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動詞を中心に据えて、中級文法の知識を身につけ、同時に、文を作成し解釈する能力を高める訓練を行う。教科書の「ポイント」

欄を予習し、指定された練習問題を A,Bを中心に必ず解いて授業に臨むこと。動詞を中心にして、様々な構文や文型を修得し、

さらに表現力（語彙力）を高めることもこの授業の目的である。教室では、ポイントに関する補足的説明と、予習に指定した練習問

題の添削に主として時間を割く。進め方については、必ずしも一課から順番にということではなく、学生の学習状況および構文の

重要度などを勘案し、最も適切と思われる順番に学んでいく。基本例文を覚えると同時に、膨大な量の構文や表現法をも身につ

ける授業となる。予習をしていない場合は、欠席とみなす。なお、分からないことがあったら、積極的に教師に質問すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語表現と中級文法 1 

2. フランス語表現と中級文法 2 

3. フランス語表現と中級文法 3 

4. フランス語表現と中級文法 4 

5. フランス語表現と中級文法 5 

6. フランス語表現と中級文法 6 

7. フランス語表現と中級文法 7（授業内中間テスト） 

8. フランス語表現と中級文法 8 

9. フランス語表現と中級文法 9 

10. フランス語表現と中級文法 10 

11. フランス語表現と中級文法 11 

12. フランス語表現と中級文法 12 

13. フランス語表現と中級文法 13 

14. フランス語表現と中級文法 14 (授業内最終テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法事項の基礎は既にマスターしていることが前提となるので、1 年次の学習を怠っていた学生は、必ず授業開始時までに基礎

的な事項は自分で復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への積極的参加（宿題の達成度など）(35%)/小テストなどの課題(25%)/中間テスト

(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石野好一、2014、『フランス語構文練習帳』、第三書房 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｂ 

(Preliminary Seminars in French 1) 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級文法の習熟をはかり、同時に動詞の使用法を中心として、フランス語の総合的な運用能力を高めることを狙いとする。仏文

のカリキュラムにおける最後の語学の必修科目であり、2 年次春学期のこの段階で文法事項および表現法の習得をさらに一段と

深めることにより、3 年次以降の授業において本格的にフランス語の原書を読みこなすための橋渡しとしたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動詞を中心に据えて、中級文法の知識を身につけ、同時に、文を作成し解釈する能力を高める訓練を行う。教科書の「ポイント」

欄を予習し、指定された練習問題を A,Bを中心に必ず解いて授業に臨むこと。動詞を中心にして、様々な構文や文型を修得し、

さらに表現力（語彙力）を高めることもこの授業の目的である。教室では、ポイントに関する補足的説明と、予習に指定した練習問

題の添削に主として時間を割く。進め方については、必ずしも一課から順番にということではなく、学生の学習状況および構文の

重要度などを勘案し、最も適切と思われる順番に学んでいく。基本例文を覚えると同時に、膨大な量の構文や表現法をも身につ

ける授業となる。予習をしていない場合は、欠席とみなす。なお、分からないことがあったら、積極的に教師に質問すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語表現と中級文法 1 

2. フランス語表現と中級文法 2 

3. フランス語表現と中級文法 3 

4. フランス語表現と中級文法 4 

5. フランス語表現と中級文法 5 

6. フランス語表現と中級文法 6 

7. フランス語表現と中級文法 7（授業内中間テスト） 

8. フランス語表現と中級文法 8 

9. フランス語表現と中級文法 9 

10. フランス語表現と中級文法 10 

11. フランス語表現と中級文法 11 

12. フランス語表現と中級文法 12 

13. フランス語表現と中級文法 13 

14. フランス語表現と中級文法 14 (授業内最終テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法事項の基礎は既にマスターしていることが前提となるので、1 年次の学習を怠っていた学生は、必ず授業開始時までに基礎

的な事項は自分で復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への積極的参加（宿題の達成度など）(35%)/小テストなどの課題(25%)/中間テスト

(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石野好一、2014、『フランス語構文練習帳』、第三書房 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 １ｃ 

(Preliminary Seminars in French 1) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中級文法の習熟をはかり、同時に動詞の使用法を中心として、フランス語の総合的な運用能力を高めることを狙いとする。仏文

のカリキュラムにおける最後の語学の必修科目であり、2 年次春学期のこの段階で文法事項および表現法の習得をさらに一段と

深めることにより、3 年次以降の授業において本格的にフランス語の原書を読みこなすための橋渡しとしたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動詞を中心に据えて、中級文法の知識を身につけ、同時に、文を作成し解釈する能力を高める訓練を行う。教科書の「ポイント」

欄を予習し、指定された練習問題を A,Bを中心に必ず解いて授業に臨むこと。動詞を中心にして、様々な構文や文型を修得し、

さらに表現力（語彙力）を高めることもこの授業の目的である。教室では、ポイントに関する補足的説明と、予習に指定した練習問

題の添削に主として時間を割く。進め方については、必ずしも一課から順番にということではなく、学生の学習状況および構文の

重要度などを勘案し、最も適切と思われる順番に学んでいく。基本例文を覚えると同時に、膨大な量の構文や表現法をも身につ

ける授業となる。予習をしていない場合は、欠席とみなす。なお、分からないことがあったら、積極的に教師に質問すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語表現と中級文法 1 

2. フランス語表現と中級文法 2 

3. フランス語表現と中級文法 3 

4. フランス語表現と中級文法 4 

5. フランス語表現と中級文法 5 

6. フランス語表現と中級文法 6 

7. フランス語表現と中級文法 7（授業内中間テスト） 

8. フランス語表現と中級文法 8 

9. フランス語表現と中級文法 9 

10. フランス語表現と中級文法 10 

11. フランス語表現と中級文法 11 

12. フランス語表現と中級文法 12 

13. フランス語表現と中級文法 13 

14. フランス語表現と中級文法 14 (授業内最終テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法事項の基礎は既にマスターしていることが前提となるので、1 年次の学習を怠っていた学生は、必ず授業開始時までに基礎

的な事項は自分で復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への積極的参加（宿題の達成度など）(35%)/小テストなどの課題(25%)/中間テスト

(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石野好一、2014、『フランス語構文練習帳』、第三書房 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 784 - 

■AS041 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ａ 

(Preliminary Seminars in French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS042 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｂ 

(Preliminary Seminars in French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS043 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ２ｃ 

(Preliminary Seminars in French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介ー発音の復習 ー 第１ユニット : Socialiser 

2. 第１課 : Retrouvailles (aborder quelqu'un - les régions francophones) 

3. その続き : (dire ce qu'on aime faire - phonétique : la nasalisation, l'affirmation et l'interrogation) 

4. 第２課 : Familles (inviter quelqu'un, s'informer - la famille française) 

5. その続き (décrire sa famille - phonétique : compter les syllabes - les sons "s" et "z") 

6. 第３課 : Habitudes (exprimer la fatigue - le rythme quotidien) 

7. その続き (parler de son rythme de vie - phonétique : l'intonation - l'écriture des sons "o" et "u") 

8. 第２ユニット Consommer ー 第４課 : Menus (passer une commande au restaurant - les habitudes culinaires) 

9. その続き (commenter un choix - au restaurant - phonétique : la liaison et l'enchaînement - la lettre "e") 

10. 第５課 : Styles (demander l'avis, discuter un choix - les habitudes vestimentaires) 

11. その続き (hésiter - phonétique : l'écriture des nasales) 

12. 第６課 : Courses (discuter d'un menu, demander des précisions - les magasins alimentaires) 

13. その続きーまとめー試験の準備 (exprimer son accord - phonétique : la lecture des abréviations) 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡す

なわち、口頭表現の授業であるので、これらが成績評価に大きく影響する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. CREPIEUX Gael ＆ MASSE Olivier. 2014. Interactions 2 - Niveau A1.2. Clé International 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

繰り返しになるが、口頭表現の授業であるため、授業内での「応答」に対応できるように、じゅうぶんに予習・復習をしておくこと。

これが成績評価に大きく影響する。 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等について一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS051 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ａ 

(Preliminary Seminars in French 3) 

担当者名 

（Instructor） 
左合 桜子(SAGOU SAKURAKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS052 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｂ 

(Preliminary Seminars in French 3) 

担当者名 

（Instructor） 
岡見 さえ(OKAMI SAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS053 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ３ｃ 

(Preliminary Seminars in French 3) 

担当者名 

（Instructor） 
尾崎 文太(OZAKI BUNTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

共通教材を用い，基本動詞の使用法を軸にして，フランス語作文（テーム）の練習を行う。動詞と前置詞やその他の品詞との結び

付きを覚えると同時に，様々な成句や慣用的表現を蓄積していく。さらに，テームの練習問題を通して，日常的なフランス語に習

熟することをも目的に据える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）講師がまず，基本動詞の具体的な使い方を示した例文を解説する。学生は，翌週までにそれらの例文を暗記してくる。例文

をスラスラと暗唱できるか，正確に書けるか，毎回，小テストないしディクテで達成度を測る。 

（２）教科書の練習問題も，翌週までに自分で仏訳してくる。担当講師の指示にしたがい，毎回，授業開始までに，黒板に自作の

フランス語訳を板書すること。講師が，学生の仏訳を添削した上で，その他の訳例や表現を紹介する。こうした添削を通して，1 年

次に学んだ基本的な文法事項の復習も行う。 

以上のように，短文のインプットによって基礎的な表現法を蓄積すると同時に，作文というアウトプットの訓練を通して，フランス語

特有のロジックにも習熟することを目指す。予習と復習，授業への積極的な参加が必要なことは言うまでもない。最終授業時に，

全体の内容について確認テストを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス語作文演習 1 

2. フランス語作文演習 2 

3. フランス語作文演習 3 

4. フランス語作文演習 4 

5. フランス語作文演習 5 

6. フランス語作文演習 6 

7. フランス語作文演習 7(中間テスト) 

8. フランス語作文演習 8 

9. フランス語作文演習 9 

10. フランス語作文演習 10 

11. フランス語作文演習 11 

12. フランス語作文演習 12 

13. フランス語作文演習 13 

14. フランス語作文演習 14（確認テスト） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

作文の練習問題を毎回解いてくる（予習）。それを積極的に板書し，添削を受けること（平常点に含まれる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/出席および授業への参加度（宿題の出来，小テスト，板書回数など）(60%)/中間テスト(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 青井明、2006、『基本動詞によるやさしいテーム』（Comment  mieux s'exprimer en français）、白水社 

 

参考文献（Readings） 

授業に持参すべき参考文献・辞書等は一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS061 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ａ 

(Preliminary Seminars in French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS062 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｂ 

(Preliminary Seminars in French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
クーショ，Ｍ(COUCHOT MARINA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS063 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ４ｃ 

(Preliminary Seminars in French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語の口頭表現の練習・基礎の復習・語彙の増加を目指す。 

担当者名 

（Instructor） 
サバティエ，Ａ(SABATIER AURELIEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

初年度の学習に引き続き、フランス語会話（パターンと語彙）の基礎的な訓練､ 発音練習､ 語彙の習得をおこなう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語を母語とする教員が担当する週１コマの授業である｡ 

専門科目の履修に必要な､ 聴く力､ 話す力､ 書く力の基礎を身につけるための重要な科目であるため､ 毎週の予習と復習はも

ちろんのこと､ 授業中も積極的な参加が求められる。予習・復習に基づく毎回の授業の際の「応答」が、成績に直結するので、し

っかり準備して授業にのぞむこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第３ユニット : Utiliser ー 第７課 : Services (demander de l'aide, expliquer comment faire) 

2. その続き (exprimer l'agacement - phonétique : les lecture des signes et les abréviations) 

3. 第８課 : Logements (décrire une maison, s'informer sur des dates) 

4. その続き (exprimer l'enthousiasme - phonétique : les dates et les périodes abrégées) 

5. 第９課 : Santé (conseiller, demander des précisions) 

6. その続き (exprimer l'admiration, encourager - phonétique : les pauses, l'écriture du son "k") 

7. 第４ユニット : Voyager ー 第１０課 : Trajets (discuter d'un itinéraire, vérifier la bonne compréhension) 

8. その続き (exprimer l'hésitation - phonétique : la ressemblance entre les sons, l'écriture du son "s") 

9. 第１１課 : Visites (s'informer sur les horaires et les tarifs, proposer) 

10. その続き (exprimer la déception - phonétique : la liaison, les accents) 

11. 第１２課 : Vacances (raconter des vacances, décrire un lieu et des activités) 

12. その続き (critiquer - phonétique : les marques du présent et du passé) 

13. まとめー試験の準備 

14. 口頭試問 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを作成し配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS071 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ａ 

(Preliminary Seminars in French 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを読むことで基礎的な読解力をつけることを目標とする。語彙を増やしながら，文法事項の理解を徹底す

る。一年次で学んだ文法知識を基礎として、辞書の用い方、ひとりで初見の文章を読み解く力の習得を目指す。また、発音の練

習を徹底する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業を通して、外国語の文章に対して、まずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。最終的に、仏検 3 級から

準 2 級程度の文章を理解する力をつけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. テクスト１（教科書第１課） 

3. テクスト 2（教科書第２課） 

4. テクスト 3（教科書第３課） 

5. テクスト 4（教科書第４課） 

6. テクスト 5（教科書第５課） 

7. テクスト 6（教科書第６課） 

8. テクスト 7（教科書第７課） 

9. テクスト 8（教科書第８課） 

10. テクスト 9（教科書第９課） 

11. テクスト 10（教科書第１０課） 

12. テクスト 11（教科書第１１課） 

13. テクスト 12（教科書第１２課） 

14. 確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたってはテキストの文章をノ

ートに書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解(30%)/提出物(30%)/出席および授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Liliane Lattanzio、2017、『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス 14 章』   、三修社   (ISBN:9784384232097) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS072 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｂ 

(Preliminary Seminars in French 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを読むことで基礎的な読解力をつけることを目標とする。語彙を増やしながら，文法事項の理解を徹底す

る。一年次で学んだ文法知識を基礎として、辞書の用い方、ひとりで初見の文章を読み解く力の習得を目指す。また、発音の練

習を徹底する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業を通して、外国語の文章に対して、まずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。最終的に、仏検 3 級から

準 2 級程度の文章を理解する力をつけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. テクスト１（教科書第１課） 

3. テクスト 2（教科書第２課） 

4. テクスト 3（教科書第３課） 

5. テクスト 4（教科書第４課） 

6. テクスト 5（教科書第５課） 

7. テクスト 6（教科書第６課） 

8. テクスト 7（教科書第７課） 

9. テクスト 8（教科書第８課） 

10. テクスト 9（教科書第９課） 

11. テクスト 10（教科書第１０課） 

12. テクスト 11（教科書第１１課） 

13. テクスト 12（教科書第１２課） 

14. 確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたってはテキストの文章をノ

ートに書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解(30%)/提出物(30%)/出席および授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Liliane Lattanzio、2017、『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス 14 章』   、三修社   (ISBN:9784384232097) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS073 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語基礎演習 ５ｃ 

(Preliminary Seminars in French 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
読解 

担当者名 

（Instructor） 
畠山 香奈(HATAKEYAMA KANA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較的やさしいテクストを読むことで基礎的な読解力をつけることを目標とする。語彙を増やしながら，文法事項の理解を徹底す

る。一年次で学んだ文法知識を基礎として、辞書の用い方、ひとりで初見の文章を読み解く力の習得を目指す。また、発音の練

習を徹底する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業を通して、外国語の文章に対して、まずは大雑把に意味を把握するコツを身につけてほしい。最終的に、仏検 3 級から

準 2 級程度の文章を理解する力をつけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的授業 

2. テクスト１（教科書第１課） 

3. テクスト 2（教科書第２課） 

4. テクスト 3（教科書第３課） 

5. テクスト 4（教科書第４課） 

6. テクスト 5（教科書第５課） 

7. テクスト 6（教科書第６課） 

8. テクスト 7（教科書第７課） 

9. テクスト 8（教科書第８課） 

10. テクスト 9（教科書第９課） 

11. テクスト 10（教科書第１０課） 

12. テクスト 11（教科書第１１課） 

13. テクスト 12（教科書第１２課） 

14. 確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回目の授業で全体の流れの説明を行うので、きちんと把握した上で授業に臨むこと。授業にあたってはテキストの文章をノ

ートに書き写し、単語の意味を調べるだけでなく、訳文を各自、作成した上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

読解(30%)/提出物(30%)/出席および授業への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Liliane Lattanzio、2017、『ヴレマン？ 文法を深めながら発見するフランス 14 章』   、三修社   (ISBN:9784384232097) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS081 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ａ 

(Introductory French 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS082 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｂ 

(Introductory French 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS083 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 １ｃ 

(Introductory French 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（１） 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また毎回、必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/出席および授業への積極的参加（予習・課題を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 工藤進・竹内信夫、2001、『初級フランス語読本（四訂版）』、白水社 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Blackｂoardをチェックすること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS084 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ａ 

(Introductory French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS085 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｂ 

(Introductory French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS086 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ２ｃ 

(Introductory French 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（１） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の紹介。フランス語の基礎について。 

2. 自己紹介を行う。 

3. 今住んでいるところや出身地について話す。 

4. 交通手段について話す。 

5. アルバイトについて話す。 

6. ペットについて話す。 

7. 科目・先生について話す。 

8. 食べ物について話す。 

9. 家事について話す。 

10. 家族について話す。 

11. クラブについて話す。 

12. 習慣について話す。 

13. 週末の過ごし方について話す。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については一回目の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS087 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ａ 

(Introductory French 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS088 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｂ 

(Introductory French 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS089 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ３ｃ 

(Introductory French 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語初級講読演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文法問題演習，簡単な文章の講読，語彙の習得をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本人教員が担当する週１コマの授業です。 

この授業では，全カリのフランス語（週２コマ）で学習する初級文法の内容を復習しながら，フランス語の文章を読解するための訓

練を行います。 

毎回，受講者全員に，予習としてかなりの量の練習問題（文法演習と仏文和訳）を解いてきてもらいます。予習してこなかった学

生は欠席扱いとなるので，注意すること。 

毎週の予習と復習はもちろんのこと，授業中も積極的な参加が求められます。分からないことがあった場合は，すすんで教員に

質問してください。 

また、毎回必ず辞書と文法教科書を持参してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. （再）導入＋フランス語初級講読・文法・語彙演習 1 

2. フランス語初級講読・文法・語彙演習 2 

3. フランス語初級講読・文法・語彙演習 3 

4. フランス語初級講読・文法・語彙演習 4 

5. フランス語初級講読・文法・語彙演習 5 

6. フランス語初級講読・文法・語彙演習 6 

7. フランス語初級講読・文法・語彙演習 7＋中間テスト 

8. フランス語初級講読・文法・語彙演習 8 

9. フランス語初級講読・文法・語彙演習 9 

10. フランス語初級講読・文法・語彙演習 10 

11. フランス語初級講読・文法・語彙演習 11 

12. フランス語初級講読・文法・語彙演習 12 

13. フランス語初級講読・文法・語彙演習 13 

14. 授業内最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回，全カリのフランス語文法で使う教科書を参照しながら，指定された箇所の訳を作り，練習問題を解いてくることが求められ

る。ただ単語を適当に並べた訳ではなく，文法の知識を背景にしてフランス語の文の意味を把握することが求められる。なお，春

学期に文法を十分にマスターしていない学生は，必ず春学期の復習を授業開始日までに行っておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(20%)/授業への積極的参加（課題・予習を含む）(60%)/中間テスト(20%) 

中間テストと最終テスト以外にも小テストを行うことがある。 

 

テキスト（Textbooks） 

春学期に引き続き，工藤進・竹内信夫，『初級フランス語読本（四訂版）』（白水社）を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS090 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ａ 

(Introductory French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｂ 

(Introductory French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS092 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／フランス語入門 ４ｃ 

(Introductory French 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語会話の基礎を身につけよう（２） 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL1412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業の目的は、初年度からフランス語での自己表現ができるようになることである。フランス語でコミュニケーションをとること

の楽しみを知り、より上のレベルを目指せるようになってほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は春学期の「フランス語入門 2a」の続きである。 

授業は、leçon（レッスン） と activité（練習問題） の２つのパートで構成されている。 

－leçon では、日常的な話題や時事などをとりあげて学び、 

－activitéでは、実際にフランスに行ったときに役立つ表現の練習を行う。 

この授業のレベルは、ヨーロッパ言語共通参照枠のＡ１レベル（初級）に相当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 時間について話す。 

2. 休暇中の活動について話す。 

3. 経験について話す。 

4. 地理について話す。 

5. 気候について話す。 

6. 過去について話す。 

7. 道を尋ねる。 

8. レストランで注文する。 

9. 買い物をする。 

10. 強化 1. 

11. 強化 2. 

12. 強化 3. 

13. 強化 4. 授業のまとめ。 

14. 口頭試問。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業のはじめに前回の内容確認を行う｡ 授業参加として評価の対象にもなるので､ 復習した上で授業に臨むようにすること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭試問(40%)/出席および授業参加度(60%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。また授業内での「応答」が成績に反映され

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. AZRA Jean-Luc & 他、2015、『<I>Moi, je... コミュニケーション</I>』、アルマ出版 (ISBN:978-4-905343-03-5) 

春学期と同じ教科書を用いる。必要に応じて、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

持参すべき参考文献・辞書等については、一回目の授業で（改めて）指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１ 

(Seminars D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
男と女と動物のいる情景 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と動物の関わりについて広く、深く考え、文学作品に即して論じられるようになる。ディスカッション、発表のほか、自分の考え

を素早くリアクションペーパーにまとめる。フランス語原文の読解を通して、比喩としての動物表現だけでなく、人間性の底の動物

性を感じ取れるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス小説の翻訳を教科書として、適宜、原文を読みながら、そこに清新で独創的な主題を抜き出し、表現上の特徴を理解す

る。口頭発表を経て、短い中間レポートを書き、期末レポートにつなげる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. コレットはどのように読まれてきたか？ 

2. 若い男女の恋が画期的である理由：第 3 章と第 7 章をジェンダー論風に 

3. ブルターニュの自然：第 1 章と第 2 章、ザリガニ 

4. 本歌取り（１）『ダフニスとクロエー』：アルカディア、無人島、許婚（いいなずけ） 

5. 「影たち」とは誰のことか：第 7 章のブルヴァール劇、灰皿がわりのアワビの殻 

6. 白いドレスの女性：第 4 章と第 8 章、無口なコンゴウインコ 

7. 口頭発表：少年少女の恋物語か、それとも三角関係か 

8. 講義と討論：『青い麦』の日刊紙連載は、なぜ中断させられたのか？ 

9. 午前様の少年：第 11 章、猫の真似をするフクロウ 

10. 第 15 章「愛を乞う者たち」：新聞掲載の打ち切り 

11. 本歌取り（2）ロマンチックバレエ「ジゼル」 

12. コレット『牝猫』との比較 

13. ジュール・ヴェルヌ『黒いダイヤモンド』の少女と猛禽 

14. ル・クレジオ『パヴァナ』のネイティブアメリカンの少女 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進行に合わせて教科書と授業プリントを下調べをする予習と、授業で指示された参考文献にあたり、課題について考えを

まとめる復習とがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(20%)/口頭発表(20%)/授業中のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. コレット、2010、『青い麦』、光文社 (ISBN:978-4-334-75219-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. ロンゴス著、松平千秋訳、岩波文庫、『ダフニスとクロエー』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ２ 

(Seminars D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間と動物の関わりをめぐる文学 

担当者名 

（Instructor） 
有田 英也(ARITA HIDEYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツの芸術史家アビ・ヴァールブルクの講演を手がかりに、人類学や生物学でヒトがどのように捉えられるのかを学ぶ。そして、

文学の読解を通して、人間の動物に対する見方を反省し、動物としての人間性についてあらためて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教科書の副題「北米プエブロ＝インディアン地域で見たさまざまなイメージ」に即して、イメージとその解釈を輪読し、ヴァールブル

クの方法について考え、その考察について議論する。次に、フランス文学に現れたさまざまな動物表象について、受講生の口頭

発表をもとに考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インディアンの心理的基盤の三層構造：児童画を出発点に（p.13） 

2. 人形、仮面舞踊、トーテム動物（pp.19-22） 

3. 魔術と技術、狂信と論理的思考（p.36） 

4. パントマイム的な動物舞踊：動物に転生する意志（p.39） 

5. 村々への旅（pp.43-68） 

6. 口頭発表：フランス文学に見る動物 

7. 比較文化（1）ディオニソスの儀礼（悲劇の誕生） 

8. 比較文化（２）ラオコーンと蛇（レッシングを手掛かりに） 

9. 比較文化（３）占星術とアスクレピオス（蛇遣い座） 

10. キリスト教と蛇（根源的な破壊と死）：ヴァールブルク終わり 

11. ペロー「赤ずきん」とグリム兄弟の「赤ずきん」 

12. ラ・フォンテーヌ「クマと園芸愛好家（庭師）」 

13. ボードレール「猫」 

14. メリメ『ロキス（熊男）』 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業の進行に合わせて教科書と授業プリントを下調べをする予習と、授業で指示された参考文献にあたり、課題について考えを

まとめる復習とがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/口頭発表(20%)/短い中間レポート(20%)/授業のリアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アビ・ヴァールブルク、2008、『蛇儀礼』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-335721-7) 

 

参考文献（Readings） 

1. メリメ、2013（復刊）、『怪奇小説選』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ３ 

(Seminars D3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
恋愛と誘惑の深層へ－18 世紀フランスから現代へ 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス誘惑・恋愛小説の最高傑作のひとつ、ラクロ『危険な関係』を精読します。「誘惑」とは何かについて、文化史的、思想史

的確認を行ったのち、私たちを取り巻く現代社会における様々な「誘惑」にからめつつ、考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史的背景と文学的伝統について確認したあと、『危険な関係』を精読します。いくつかの主題について参加者の報告。さらには

それをもとにした全員での議論。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品の歴史的背景について 

3. 作品の文学的伝統について 

4. 精読と参加者による報告（１） 

5. 精読と参加者による報告（２） 

6. 精読と参加者による報告（３） 

7. 精読と参加者による報告（４） 

8. 中間テスト 

9. 精読と参加者による報告（５） 

10. 精読と参加者による報告（６） 

11. 精読と参加者による報告（７） 

12. 作品全体についての報告・考察（１） 

13. 作品全体についての報告・考察（２） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

小説の分析ですので、必ず指定された箇所を繰り返し読んで、授業に参加してください（もちろん一度最後まで読んでおいてくださ

い）。また、毎回「問い」を出しますので、それに対する自分の「解答」を用意してきてください。さらにフランス語のテキストについて

は全員がすべての箇所を予習してきてください。詳しくは最初の授業で説明しますので、必ず出席してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(60%)/中間テスト(20%)/最終テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ラクロ、2014、『危険な関係』、白水社 (ISBN:4560099057) 

フランス語テキストはコピーを配布、あるいは電子版の箇所を指示する予定です。日本語教科書は、必ず購入しておいてくださ

い。 

 

参考文献（Readings） 

1 回目の授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ４ 

(Seminars D4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

「流行」をめぐって 

―１８世紀フランスからモード mode の根源を考える 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１９７０年代以降支配的だったモード論（記号論、文化史、身体論、消費社会論）から、現在主流となっているブランド・ビジネス論

と、それと対を成す「モードの死」を宣告するファッション論まで、これまでの多様なモード論の盲点について、１８世紀フランスの代

表的「習俗論」を通して考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ここでモードとは、もちろんファッションのみを指すのではなく、ある社会固有の美的規範にかなった束の間の慣習のことです。１８

世紀フランスの代表的「習俗論」の精読を通してモードについて考えます。クールジャパンなどと呼ばれもし、すっかり衰滅した「流

行」－現在の絶望的状況を乗り越えることを目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。 

2. 問題の所在（１）。 

3. 問題の所在（２）。テクスト精読。 

4. 問題の所在（３）。テクスト精読。 

5. 問題の所在（４）。テクスト精読。 

6. 参加者による報告（１）。 

7. 参加者による報告（２）。 

8. 参加者による報告（３）。 

9. 参加者による報告（４）。 

10. 参加者による報告（５）。 

11. 参加者による報告（６）。 

12. 参加者による報告（７）。 

13. 参加者による報告（８）。 

14. まとめ。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定された参考文献とテキストを熟読しておいてください。参加者による報告は、前もって内容を決定してもらうので、その主題に

ついても各自調査してきてください。さらにフランス語のテキストについては全員がすべての箇所を予習してきてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(20%)/報告書(20%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布（デュクロ『当世習俗論』、ヴォルテール『ルイ十四世の世紀』、ルソー『新エロイーズ』、モンテスキューのテクスト、さらに

は現代フランスのモード論など）、もしくは電子版の箇所を指示します。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業の際に指示する（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ５ 

(Seminars D5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世・ルネサンスの旅 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世・ルネサンスにおける旅の役割を、文学作品から考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

巡礼、修行、戦争などさまざまな理由で中世の人は旅をした。中世の地図を見て当時の世界観を考え、社会背景を確認した後、

個別の文学作品における旅の描写を見て、地理的移動や非日常がもたらす意味を考察する。 

導入の講義の後、グループ発表を行い、学生相互が評価・講評しあう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中世史・中世文学入門 

2. 中世の旅人たち（巡礼、修行、戦争など。テキスト使用） 

3. 地図から見る中世の世界観 

4. 旅人トリスタン ～英仏海峡の往復～ 

5. アーサー王と円卓の騎士たち ～終わりのない聖杯探索の旅～ 

6. ファブリオーにおける道と宿屋 

7. モンテーニュの旅日記 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. 物理的移動と非日常のもつ意味 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 阿部謹也、2008、『中世を旅する人びと』、ちくま学芸文庫 (ISBN:4480091572) 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. ベディエ、1985、『トリスタン・イズー物語』、岩波文庫 (ISBN:4003250311) 

3. モンテーニュ、『エセー 1~6』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ６ 

(Seminars D6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
異邦人とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各文学作品に登場する異邦人を読み解き、その本質について社会学的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

異邦人のもつ民俗学的な機能と、中央と周縁といった構造を考察した後、中世から現代における個別の作品における異邦人像

を見てゆく。導入の講義の後、グループ発表を行い、学生相互が評価・講評しあう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 民俗学的、社会学的に見た異邦人 

2. 中世フランス文学における異邦人 

3. 1６～１８世紀文学における異邦人 

4. 放浪の民ジプシー～メリメ『カルメン』より～ 

5. 植民地主義と異邦人 ～デュラス『ラマン』より～ 

6. 移民問題における異邦人～クリストフ『悪童日記』より～ 

7. カミュ『異邦人』における異邦人とは何か 

8. グループ発表１ 

9. グループ発表２ 

10. グループ発表３ 

11. グループ発表４ 

12. グループ発表５ 

13. クリステヴァ『外国人 我らの内なるもの』と哲学的考察 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

関連作品を自分で通読するほか、グループ発表に向けて研究・調査を行うことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（出席、授業中の姿勢など）(45%)/グループ発表(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

2. 横山安由美、2002、『はじめて学ぶフランス文学史』、ミネルヴァ書店 (ISBN:4623034909) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ７ 

(Seminars D7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランスの地方と街を発見する 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの地方と街とその文化を学びながら、フランス風の研究発表方法を学ぶことである。   

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、または各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、解説する。 

ディスカッション形式で授業を始める。毎回、聴解の練習問題を行い、フランス語での発表、記事の読解、コメントをする。ゼミは主

にフランス語で行われるが、ある程度日本語を交えても構わない。拙いフランス語しか使えなくても十分に受講は可能である。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１   

2. 発表１・発表２・資料２  

3. 発表３・発表４・資料３  

4. 発表５・発表６・資料４ 

5. 発表７・発表８・資料５ 

6. 発表９・発表１０・資料６ 

7. 発表１１・発表１２・資料７ 

8. 発表１３・発表１４・資料８ 

9. 発表１５・発表１６・資料９ 

10. 発表１７・発表１８・資料１０ 

11. 発表１９・発表２０・資料１1 

12. 発表２１・発表２２・資料１２ 

13. 発表２３・発表２４・資料１３ 

14. ゼミのまとめ・資料１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 815 - 

■AS108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ８ 

(Seminars D8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

  

フランス語圏のメディアから世界を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

経済や外交から戦争や移民問題などを含め、現代フランス社会やフランス語圏全体・世界を取り巻く諸問題を幅広く取り上げる。

最近のニュースの中から、学生が最も関心を寄せたテーマに焦点を当て、情報を集め、知識を深めていく。様々な話題を手掛か

りにして、フランス語でコメントと分析を行う楽しみを感じてほしい。  

 

授業の内容（Course Contents） 

本大学図書館所蔵の新聞と雑誌、各メディアのウェブサイトに掲載された記事を読み、フランス語で発表をし、解説する。ゼミは

主にフランス語で行われ、学生は極力フランス語のみで話すこととするため、強いモチベーションは欠かせないものである。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介。フランス風のゼミの仕方（方法）の説明。発表者の発表順を決定する。資料１  

2. 発表１・発表２・分析・資料 2  

3. 発表 3・発表 4・分析・資料 3 

4. 発表 5・発表 6・分析・資料 4 

5. 発表 7・発表 8・分析・資料 5 

6. 発表 9・発表 10・分析・資料 6 

7. 発表 11・発表 12・分析・資料 7  

8. 発表 13・発表 14・分析・資料 8 

9. 発表 15・発表 16・分析・資料 9 

10. 発表 17・発表 18・分析・資料 10 

11. 発表 19・発表 20・分析・資料 11 

12. 発表 21・発表 22・分析・資料 12 

13. 発表 23・発表 24・分析・資料 13 

14. 発表 25・発表 26・分析・資料 14・ゼミのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

ゼミでの参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。授業では、フランス語の積極的な使用を求め

る。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

Le Monde, Le Figaro, L'Humanité, Le Nouvel Observateur, L’Expressなどフランスの有力日刊紙や月刊誌から抜粋した記事等

のプリントを配布。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ９ 

(Seminars D9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス思想（モンテーニュを読む） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランスの思想家、モンテーニュの読解を通して、思考するとは何かについて考察し、討議する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテーニュ『エセー』に見られる様々な主題を通して、自分で思考することとは何かを考える。扱われるテーマは、寛容の精神、

宗教、異文化、友情、読書、戦争など多岐にわたる。毎回、テキストを４章ずつ読み、そこで論じられるテーマのいくつかを中心に

討議を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入、モンテーニュの紹介。授業の全体像など 

2. テキスト１〜４章、読解・討議。 

3. テキスト５〜８章、読解・討議。 

4. テキスト９〜１２章、読解・討議。 

5. テキスト１３〜１６章、読解・討議。 

6. テキスト１７〜２０章、読解・討議。 

7. 中間報告 

8. テキスト２１〜２４章、読解・討議。 

9. テキスト２５〜２８章、読解・討議。 

10. テキスト２９〜３２章、読解・討議。 

11. テキスト３３〜３６章、読解・討議。 

12. テキスト３７〜４０章、読解・討議。 

13. 最終総括１ 

14. 最終総括２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の該当箇所を事前に読んだ上で、授業に臨むこと。また、受け身の姿勢ではなく積極的な参加が望まれる。授業中に必ず発

言することが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/授業内発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アントワーヌ・コンパニョン（山上浩嗣・宮下志朗訳）、2014、『寝るまえ 5 分のモンテーニュ 「エセー」入門』、白水社 

2. モンテーニュ、『エセー １』、白水社 

テキストは、あらかじめ購入の上、第１回授業時に必ず持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

モンテーニュ『エセー』のその他の主要箇所はコピーで配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１０ 

(Seminars D10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学とアダプテーション（ジャンルを越えて文学に触れる） 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

名作と呼ばれる文学作品は、別のジャンルでも翻案されて広がっていく。例えば、『マノン・レスコー』『カルメン』「白雪姫」などオペ

ラ、バレー、映画、アニメ、マンガなどによって広く知られている。この授業では、オリジナルとコピーの関係を越えたアダプテーシ

ョンのおもしろさについて考えるとともに、具体的な作品に数多く触れることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学の名作を取り下げ、それがどのような形で他のジャンルへとリライト・アダプテーションされたのかを分析・検討する。

導入的な講義形式の授業の後、各人が発表の作品を選び、まずはレポートの形で問題を絞り込み、その後、周到な準備をした上

で、口頭発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入的講義１ 

2. 導入的講義２ 

3. 導入的講義３ 

4. グループ作業１ 

5. グループ作業２ 

6. グループ作業３ 

7. 中間まとめ 

8. 個人発表１ 

9. 個人発表２ 

10. 個人発表３ 

11. 個人発表４ 

12. 個人発表５ 

13. 総括１ 

14. 総括２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

できるだけ早くに自分のテーマを見つけ、それについての資料収集、文献の読解、分析作業を行うようにすることが重要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(30%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストや参考文献については授業で指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１１ 

(Seminars D11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀フランス社会の諸相① 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀フランスの文学、文化、社会の理解を通じて、我々が生きている現代について見つめなおす。あわせて、ディスカッション

や発表などのスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀の小説作品や絵画作品、さらに舞台芸術（オペラ、バレー等）の映像を通して当時のフランス社会について学ぶ。劇場、オ

ペラ/オペレッタ、高級娼婦、理性結婚、デパート、結核、都市といったトピックスを通して、フランス革命および産業革命後の近代

市民社会の姿をとらえることを目指す。現代の我々の常識とは微妙に異なる歴史的な文脈を丁寧に掘り起こすことにより、二世

紀前の外国の文学、文化を学ぶことの意味を実感してほしいと考えている。授業では、まず『椿姫』を精読することから始めて、他

にも複数の作品を扱う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（時代背景：フランス革命と産業革命） 

3. 講義２（十九世紀フランスの恋愛文化） 

4. 講義３（近代都市と消費文化） 

5. 講義４（舞台芸術とブルジョワの時代） 

6. 発表１ 

7. 発表２ 

8. 発表３ 

9. 発表４ 

10. 発表５ 

11. 発表６ 

12. 発表７ 

13. 発表８ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

第一回の授業前に、必ず『椿姫』を読んでくること。その後は、毎回課題を出すので、それについて考えてくるように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%)/発表(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. デュマ・フィス、1981、『椿姫』、岩波文庫 (ISBN:4003254015) 

 

参考文献（Readings） 

1. 野崎歓、2013、『フランス文学と愛』、講談社現代新書 (ISBN:4062882280) 

受講者と相談して、できれば授業のテーマに関連した観劇、もしくは展覧会に行く機会を設ける予定である。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパー、ディスカッション、小レポートのほか、グループ発表を行う。ゼミである以上、必ず全員に発表してもらう。ま

た、その発表をもとに、学期末にはレポートをまとめてもらうことになる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｄ１２ 

(Seminars D12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
19 世紀フランス社会の諸相② 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヴィクトル・ユゴーの長編小説を読みながら、フランス革命後の激動の十九世紀フランス社会および文化について考察する。同時

に、ディスカッションや発表のスキルを身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『レ・ミゼラブル』を章ごとに精読していきます。この小説はそれ自体が 19 世紀フランスの百科事典のような作品なので、毎回ひと

つの歴史的・文化的テーマを掘り下げながら、また同時に文学作品固有のレトリックにも注意しつつ読んでいくことになります。恋

愛、それも様々な形の恋愛から、革命や貧困といった社会的な問題、さらには 19 世紀における宗教まで多種多様な主題を扱うこ

とになります。授業の進め方に関しては、最初に何回か導入の講義をした後は、章ごとに読み進めていきます。毎回、指定された

章を全員が読んできて、それについての学生の発表を聞いた上で、教師をまじえて全員でディスカッションすることになります。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義１（ヴィクトル・ユゴーとその時代） 

3. 講義２（フランス革命後と階級社会） 

4. 講義３（19 世紀の民衆文化） 

5. 発表１ 

6. 発表２ 

7. 発表３ 

8. 発表４ 

9. 発表５ 

10. 発表６ 

11. 発表７ 

12. 発表８ 

13. 発表９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業開始までに可能な限り『レ・ミゼラブル』を読み進めておくこと。その後は折に触れて、課題を与えることになる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業への参加度(30%)/最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ユゴー、1967、『レ・ミゼラブル』第一巻、第二巻、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿島茂、2012、『「レ・ミゼラブル」百六景』、文春文庫 (ISBN:4167590069) 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミである以上、必ず全員に発表してもらう。その上で、学期末には発表をもとにレポートをまとめてもらうことになる。なお、受講

生と相談して、できれば十九世紀フランスにかかわるオペラ、バレーなどの舞台芸術を観劇する機会を設けたいと考えている。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS201／フランス語表現演習１ 

(French Seminars 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 1 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仏検 3 級から準 2 級に合格できる程度のフランス語運用能力を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回４つの熟語を，実際の小説や新聞記事から抜粋した例文とともに学ぶ。授業の最初に，熟語の小テストを行い，熟語の習

得をはかる。小テストは dictée という書き取りの試験を行う予定。 

 またフランスの海外領土に関するテキストを題材に、基本的な文法事項を確認しつつ、長文読解，表現法、仏作文などを学習す

る。基本的には、家で準備してきた練習問題を添削するという形をとる。従って，予習をして授業に臨むことが不可欠となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランスの海外領土に関するテクスト発音 

2. 関係代名詞 qui, que, où の復習および練習問題 

3. 過去分詞の一致の確認および練習問題 

4. テクスト読解の練習問題 

5. テクストで出てきた表現を使った仏作文 

6. フランスの地域語に関するテクスト発音 

7. 非人称構文 

8. 様々な否定 

9. テクスト読解の練習問題 

10. テクストで出てきた表現を使った仏作文 

11. 移民問題に関するテクスト発音 

12. 法の使い分け 

13. テクスト読解の練習問題および仏作文 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

準備学習については、毎回授業中に口頭で伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト(40%)/授業への取り組み(20%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントにて配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 朝倉季雄、2002、『新フランス文法辞典』、白水社 

2. M. Grevisse. 2011. Le bon usage. Duculot 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS202／フランス語表現演習２ 

(French Seminars 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
資格のためのフランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
左合 桜子(SAGOU SAKURAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読み・書き・聞き・話す総合的能力が要求される仏検準２級あるいは２級に合格する語学力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動詞活用や前置詞などの文法知識と語彙力を確実なものとする。そのため、動詞活用や語彙のテストを毎回行う。また聴解練習

のために書き取り（ディクテ）・聞き取り問題をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび仏検準 2 級対策演習１ 

2. 仏検準２級対策演習２、２級対策演習１ 

3. 仏検準２級対策演習３、２級対策演習２ 

4. 仏検準２級対策演習４、２級対策演習３ 

5. 仏検準２級対策演習５、２級対策演習４ 

6. 仏検準２級対策演習６、２級対策演習５ 

7. まとめ（１）－模擬テスト 

8. 仏検準２級対策演習７、２級対策演習６ 

9. ２級対策演習７ 

10. ２級対策演習８ 

11. ２級対策演習９ 

12. ２級対策演習１０ 

13. ２級対策演習１１ 

14. まとめ（２）－筆記テストおよび仏検２級対策演習１２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

文法の復習。また書き取りと二次試験の面接問題にそなえて、表現演習（コミュニカシオン）を並行履修することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(20%)/仏検の成績(20%)/最終テスト(Final Test)(20%)/模擬テスト(20%)/口頭試問(20%) 

なお平常点は、授業態度、課題への取り組み、小テストの結果を総合して評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2018、『仏検公式ガイドブック 傾向と対策+実施問題 ２０１８年度版』、フランス語教育振興協会 

仏検２級、準２級の練習問題や過去問題を配付するが、受験級の仏検公式ガイドブックを手元におくこと。 

 

参考文献（Readings） 

１年時使用の文法教科書および辞書。単語集を早目に手に入れて、夏休みから覚え始めるとよい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

仏検実施までの時間数が不十分なので、補講を行う可能性がある。 

また、夏休み中に、仏検 3 級の復習を済ませておくのが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS203／フランス語表現演習３ 

(French Seminars 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 1 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話力を高め、語彙を増やし、フランス風の研究発表の方法を習得すること。   

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週違う主題を取り扱う｡ 

学生は自分の経験を語る訓練や聴解の練習をする。 

また、各学生によるフランス語での発表も実施する。（テーマは教師とともに決定する） 

学生との口頭コミュニケーションが豊富にある授業なので、登録した学生のレベルに対応する。 

授業のテーマは、できるだけ学生の好きなテーマを取り扱いたい。 

時おり短いビデオを視聴しコメントを加える。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの紹介・発表方法の説明・発表１・発表２・資料１  

2. 発表３・発表４・資料２  

3. 発表５・発表６・資料３ 

4. 発表７・発表８・資料４ 

5. 発表９・発表１０・資料５ 

6. 発表１１・発表１２・資料６ 

7. 発表１３・発表１４・資料７ 

8. 発表１５・発表１６・資料８ 

9. 発表１７・発表１８・資料９ 

10. 発表１９・発表２０・資料１０ 

11. 発表２１・発表２２・資料１１ 

12. 発表２３・発表２４・資料１２ 

13. 発表２５・発表２６・資料１３ 

14. 発表２７・発表２８・資料１４・ゼミのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

他の学生の発表のコメントをフランス語で行うことも評価される。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS204／フランス語表現演習４ 

(French Seminars 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 2 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の理解力と会話力を高めていくための授業です。 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文章、画像や動画などの様々な資料を基に、フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題について幅広く勉強し、取り扱うテーマ

についてフランス語で話し合います。テーマは最初のオリエンテーションの時に、履修者と相談の上決定します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. フランス語圏の時事１ 

3. 文化の話１ 

4. 歴史探索１ 

5. フランス語圏の時事２ 

6. 文化の話２ 

7. 歴史探索２ 

8. フランス語圏の時事３ 

9. 文化の話３ 

10. 歴史探索３ 

11. フランス語圏の時事４ 

12. 文化の話４ 

13. 歴史探索４ 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題を準備します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS208／フランス語表現演習８ 

(French Seminars 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 2 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'orale en français  

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue). Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion  

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

5. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion 

6. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

7. Test  

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion  

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion.  

10. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion  

11. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

12. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Exercices de grammaire. Présentation orale. Discussion  

13. Révisions  

14. Test  

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(25%)/l'assiduité et la participation(50%)/Devoirs et tests(25%) 

L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe. 

 

参考文献（Readings） 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe. 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS209／フランス文学・文化演習１ 

(Seminars in French Literature and Culture 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 1 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス古典喜劇作家モリエールの作品を精読し、17 世紀の劇作品を知ると同時に、劇作家が浮き彫りにした時代背景を理解す

る。また、我々が生きている現代との相違点を常に意識し、考察する能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モリエール『ジョルジュ・ダンダン』を精読する。 

随時資料映像を紹介するので、読むだけでなく、視覚的側面から、モリエール作品を体感していく。『ジョルジュ・ダンダン』執筆・

上演時のフランスの社会を感じながら、作品を理解する。 

授業は受講者に訳してもらいながら進めていくので、予習を怠らないこと。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：喜劇の定義、モリエールの生涯、『ジョルジュ・ダンダン』執筆・上演時の時代背景 

2. テクスト精読（１） 

3. テクスト精読（２） 

4. テクスト精読（３） 

5. テクスト精読（４） 

6. テクスト精読（５） 

7. テクスト精読（６） 

映像（１） 

8. テクスト精読（７） 

9. テクスト精読（８） 

10. テクスト精読（９） 

11. テクスト精読（１０） 

12. テクスト精読（１１） 

13. テクスト精読（１２） 

映像（２） 

14. 期末テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各授業で進むであろう範囲の予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度および出席(30%)/授業参加（訳読発表・リアクションペーパー含む）(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Molière. 2010. <I> George Dandin </I>. hachette (ISBN:9782035834225) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS210／フランス文学・文化演習２ 

(Seminars in French Literature and Culture 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フィクション 2 

担当者名 

（Instructor） 
海老根 龍介(EBINE RYUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩の原文講読を行いながら、フランス語読解力の向上を目指す。初級文法の確認と中級文法の学習を同時に行いながら、文学

作品を読む上で必要な語彙・表現を増やしていく。あわせてフランス詩法の基礎と、19 世紀フランス詩史の概略を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀初頭のロマン主義から、世紀末の象徴主義までの代表的な詩篇を、原文で読んでいく。演習の授業なので、受講者にあ

てて答えてもらう形で進めていくが、担当者をあらかじめ決めておくことはしない。全員がテクストのフランス語を事前に読み、考え

てくることが、最低限の前提となる。最初に教員がその日に扱う詩が書かれた背景や、作者の概要について 15 分程度で簡単に

説明し、そのあと、ランダムにあてる形で、重要な語彙・表現・文法事項ならびに詩法を確認しながら、全員で和訳を作成し、作品

全体の分析を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション ： フランス詩法の基礎 

2. ロマン主義の詩（１） ： ラマルチーヌ その１ 

3. ロマン主義の詩（２） ： ラマルチーヌ その２ 

4. ロマン主義の詩（３） ： ユゴー その１ 

5. ロマン主義の詩（４） ： ユゴー その２ 

6. ロマン主義の詩（５）：ネルヴァル 

7. 象徴主義の詩（１） ： ボードレール その１ 

8. 象徴主義の詩（２） ： ボードレール その２ 

9. 象徴主義の詩（３） ： ヴェルレーヌ その１ 

10. 象徴主義の詩（４） ： ヴェルレーヌ その２ 

11. 象徴主義の詩（５） ： ランボー 

12. 象徴主義の詩（６） ： マラルメ その１ 

13. 象徴主義の詩（７） ： マラルメ その２ 

14. まとめとテスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

その日あつかう詩については、単語・表現はすべて調べて答えられるようにしておくこと。文法事項や詩法は、慣れないと難しいこ

ともあるが、少なくともできる限り調べ、何が分からなかったかを明確にしてから出席すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/和訳・語彙・文法事項・詩法についての発表(30%)/分析に関する議論への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する 

 

参考文献（Readings） 

1. 安藤元雄、1996、『フランス詩の散歩道（新版）』、白水社 

2. 窪田般彌、1996、『ミラボー橋の下をセーヌが流れ ー フランス詩への招待（新版）』、白水社 

3. 吉田加南子、2008、『フランス詩のひととき ー 読んで聞く詞華集』、白水社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS211／フランス文学・文化演習３ 

(Seminars in French Literature and Culture 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー1 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学者の言葉を手がかりに、自分なりに思考できるようになる。すでに習得した文法を確認しながら、比較的抽象度の高いフラン

ス語の文章に慣れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「愛とは再創造されるべきものである」というランボーの言葉に呼応するかのように、激変する現代社会において「愛」のかたち

は多様化しています。その一方で、「愛」は古代から語られ続けられる最も普遍的で身近なテーマの一つでもあります。にもかか

わらず、「愛」を正面から語る機会はなかなか少ないのではないでしょうか。そこで、少し気恥ずかしく、ときには胡散臭くなりがち

な「愛」というテーマについて、フランスの哲学者の言葉に託けながら、みなさんと語り合ってみたいと思います。 

 この授業では、Alain Badiou と Nicolas Truong の<I>Éloge de l'amour</I>（邦題：『愛の世紀』）を精読しながら、哲学的な知識や

思想的背景について解説を加えた上で、議論したいと思います。受講生には、テクストの指定する箇所について自分なりの訳とコ

メントができるように毎回準備してきてもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解（１） 

3. 読解（２） 

4. 読解（３） 

5. ディスカッション（１） 

6. 読解（４） 

7. 読解（５） 

8. 読解（６） 

9. ディスカッション（２） 

10. 読解（７） 

11. 読解（８） 

12. 読解（９） 

13. ディスカッション（３） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業ではランダムにあて、訳読を行ってもらうので、必ず予習してくること。授業で触れた作品を中心に、できる限り多くのもの読

んだり、見たりすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Alain Badiou avec Nicolas Truong. 2016. <I>Éloge de l'amour</I>. Flammarion (ISBN:978-2-0813-7972-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. アラン・バディウ＋ニコラ・トリュオング、2012、『愛の世紀』、水声社 (ISBN:978-4-89176-913-0) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS212／フランス文学・文化演習４ 

(Seminars in French Literature and Culture 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
エッセー2 

担当者名 

（Instructor） 
斎藤 かぐみ(SAITO KAGUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語で近年に書かれた論説文やニュースを読み、語彙の拡充にも目を配りながら、総合的な読解力の向上をはかってい

く。文法知識を実際に応用することで自分のものとし、この種のテキストを興味に応じて情報や考察の材料とするための足がかり

としてほしい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

7 月 14 日の la fête nationale から食文化まで、フランス社会を知るためのトピックを広く取り上げ、さらにフランスにとっての外国

も視野に入れたい。授業の際には仏和辞書（および必要に応じて文法の教科書など）を持ってきて、随時参照すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講読 1 

3. 講読 2 

4. 講読 3 

5. 講読 4 

6. 講読 5 

7. 講読 6 

8. 講読 7 

9. 講読 8 

10. 講読 9 

11. 講読 10 

12. 講読 11 

13. 講読 12 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回、および読みかけのプリントが終わりかけた時点で、次のプリントを配布しますので、あらかじめ辞書で単語を調べ、できる範

囲で読解に努めてください（語義が多岐にわたる単語には特に注意）。予習にあたっては（進度を正確に予測することはできませ

んが）毎回 1.5〜2.5ページをおおよその目安としてください。予習時に分からなかった部分については、どのようなレベルで分か

らなかったのかを自己分析しておき、それを発展的に解消するような心がまえで授業に臨みましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率および準備学習と授業参加の度合い(65%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS214 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS214／フランス文学・文化演習６ 

(Seminars in French Literature and Culture 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時事フランス語 2 

担当者名 

（Instructor） 
岡見 さえ(OKAMI SAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新聞・雑誌等の記事，ウェブ上の情報などをフランス語で読み，時事フランス語の読解力を身に着ける。 

また，その内容から，現代フランスの諸問題に触れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

事前に教師が用意する雑誌・新聞・インターネットのサイト等の記事を予習し，講読形式で授業を行う。 

記事の内容は，芸術・文化, 政治, 経済, 社会などを扱う予定である。 

基本的にひとつの記事を二週ほどで読むペースで授業を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内 

2. 時事フランス語１ 

3. 時事フランス語２ 

4. 時事フランス語３ 

5. 時事フランス語４ 

6. 時事フランス語５ 

7. 時事フランス語６ 

8. 時事フランス語７ 

9. 時事フランス語８ 

10. 時事フランス語９ 

11. 時事フランス語１０ 

12. 時事フランス語１１ 

13. 時事フランス語１２ 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に配布するフランス語の記事を予習し,授業で指名されたときには必ず訳や文の構造に関する質問に答えられるようにしてお

くこと。 

最新の時事問題を扱うため、辞書にない単語が記事の中で用いられている場合がある。その場合は、インターネットを活用して

調べること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/平常点（出席率、授業態度、予習状況など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で配布するプリントを用いる 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業には辞書を持参すること 

 

注意事項（Notice） 
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■AS215 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS215／フランス文学・文化演習７ 

(Seminars in French Literature and Culture 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 1 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像文化をめぐるテクストをフランス語で講読して、考え、理解し、日本語に翻訳する能力を習得する。関連する文献を講読して、

映像文化に関する知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョルジュ・ディディ＝ユベルマンの短いテクストを講読する。ディディ=ユベルマンは、世界的に知られるイメージ論の思想家であ

り、絵画、映画、写真･･･といったイメージ全般について、縦横無尽に論じている。深みと広がりを備えた彼の文章を読み、イメージ

について考えながら、その文章をいかにして日本語に翻訳するのかを考える。教室では、ランダムに指名して、音読した上で訳文

を発表していただく。その後で、担当教員が翻訳しながら解説を行う。講読するテクストは、第一回目に受講生と話し合って決定

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ディディ=ユベルマンのイメージ論について 

2. 講読 

3. 講読 

4. 講読 

5. 講読 

6. 講読 

7. 講読 

8. 講読 

9. 講読 

10. 講読 

11. 講読 

12. 講読 

13. 講読 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読するテクストを、自分で日本語に翻訳してください。また、授業中に紹介する参考文献を、自分でも読んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業での発表と出席(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS216 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS216／フランス文学・文化演習８ 

(Seminars in French Literature and Culture 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像文化 2 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3213 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀フランスの文学作品について、原文とミュージカル映像を通して考察する。すでに習得した文法・語彙の知識を整理しなが

ら、総合的な語学力を向上させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

サン＝テグジュペリの『星の王子さま』から重要な場面をいくつか選んで精読し、フランス語の読解力を強化する。テクストだけで

なく、ミュージカル（2002 年上演）の DVD 映像を鑑賞しながら、原文をアレンジした歌詞も読解する。授業で扱わない場面につい

ては各自が日本語の既訳で流れを把握し、学期中に最後の場面まで一通り読んで、作品全体の理解を深めることを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業計画・方針確認 

2. 飛行士との出会い 1 

3. 飛行士との出会い 2 

4. 飛行士との出会い 3 

5. バラとの関係 1 

6. バラとの関係 2 

7. バラとの関係 3 

8. バラとの関係 4 

9. キツネの教え 1 

10. キツネの教え 2 

11. キツネの教え 3 

12. 王子との別れ 1 

13. 王子との別れ 2 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習として、辞書を丁寧に引き、単語の用法や例文を理解する。単語の意味をメモするだけでなく、自分なりの訳文を作成してお

くこと。かならず CD を聞いたり映像を見たりして、聞き取りと発音の練習もしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度・提出物(60%)/最終テスト(Final Test)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

抜粋のコピーを配布するが、各自で原書または参考文献を購入することが望ましい。 

 

参考文献（Readings） 

1. アントワーヌ・ド・サン゠テグジュペリ著／加藤晴久注釈、2006、『自分で訳す星の王子さま』、三修社 (ISBN:978-4384053661) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS225／フランス語表現演習５ 

(French Seminars 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 3 

担当者名 

（Instructor） 
コンルール，Ｇ(CONREUR,GEORGES) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Cours de communication en langue française. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mise en pratique de situations de la vie quotidienne, par l'étude de textes courts et de jeux de rôles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Demander des articles, des produits. 

2. Mise en pratique. Parler des quantités. 

3. Fin et mise en pratique. 

4. Passer une commande. 

5. Mise en pratique. Réserver. 

6. Réserver, suite et fin. 

7. Révisions générales avec jeux de rôles. 

8. Parler d'argent. 

9. Mise en pratique. Échanger ou se faire rembourser. 

10. Fin et mise en pratique. 

11. Comparer. 

12. Mise en pratique. 

13. Bilan. 

14. Test. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pour chaque leçon, il y a de petits exercices de compréhension écrite et orale et quelques fois des préparations de jeux de 

rôles. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Devoir demande 授業内に指示した提出物(30%)/Participation aux activités orales 授業への参加度(35%)/Test final 最終テスト

(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Photocopies distribuées en classe. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストをに沿って演習形式で行い、理解を深めるために必要に応じてロールプレイングなどを行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS226／フランス語表現演習６ 

(French Seminars 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コミュニカシオン 4 

担当者名 

（Instructor） 
コンルール，Ｇ(CONREUR,GEORGES) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Cours de communication en langue française. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Mise en pratique de situations de la vie quotidienne, par l'étude de textes courts et de jeux de rôles. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Localiser. 

2. Activités et mise en pratique. 

3. Parler des lieux. 

4. Activités et mise en pratique. 

5. Prendre ou résilier un contrat. 

6. Activités et mise en pratique. 

7. Révisions générales avec jeux de rôles. 

8. Expliquer un vol, un accident. 

9. Activités et mise en pratique. 

10. Téléphoner. 

11. Prendre, modifier, annuler un rendez-vous. 

12. Activités et mise en pratique. 

13. Bilan. 

14. Test final. 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Pour chaque leçon, il y a de petits exercices de compréhension orale et écrite et quelques fois des préparations de jeux de 

rôles. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Devoir demande 授業内に指示した提出物(30%)/Participation aux activités orales 授業への参加度(35%)/Test final 最終テスト

(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

Photocopies distribuées en classe. 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業はテキストをに沿って演習形式で行い、理解を深めるために必要に応じてロールプレイングなどを行う予定である。   

 

注意事項（Notice） 
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■AS227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS227／フランス語表現演習７ 

(French Seminars 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ライティング 1 

担当者名 

（Instructor） 
ディオ，Ｒ．(DIOT,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス語の文章力向上を図る授業です。作文練習を通じて、フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する知識も蓄えま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏諸国の文化、歴史や時事問題に関する資料に基づいて、様々なテーマについて作文の練習をします。テーマは最初

のオリエンテーションの時に履修者と相談の上決定します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 作文１（提出） 

3. 作文１（コメント） 

4. 作文２（提出） 

5. 作文２（コメント） 

6. 作文３（提出） 

7. 作文３（コメント） 

8. 作文４（提出） 

9. 作文４（コメント） 

10. 作文５（提出） 

11. 作文５（コメント） 

12. 作文６（提出） 

13. 作文６（コメント） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回課題を準備します 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への参加度(80%)/期末テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント使用 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS229／フランス語表現演習９ 

(French Seminars 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 1 

担当者名 

（Instructor） 
ブルジュワ，Ｒ．(BOURGEOIS,RODOLPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Ce cours sera consacré à la pratique de l'écrit et de l'orale en français 

 

授業の内容（Course Contents） 

Dans ce cours, nous travaillerons simultanément le commentaire, l'exposé écrit et la présentation orale. Les étudiants 

apprendront à analyser un document (petits textes; documents iconographiques), à le commenter de façon cohérente et 

structurée (introduction, développement s'appuyant sur des exemples, conclusion et expression d'un point de vue) Ils devront 

ensuite le présenter oralement devant la classe.  

Chaque présentation sera suivie d'une discussion en groupe. En fin de trimestre, les étudiants auront la possibilité de préparer 

puis présenter un document de leur choix. 

Les documents de travail des douze premiers cours seront choisis par l'enseignant et distribués en classe.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion 

2. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

3. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion 

4. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

5. Test 

6. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion 

7. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

8. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion 

9. Document iconographique. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

10. Test 

11. Texte écrit. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion 

12. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

13. Documents choisis par les étudiants. Analyse et commentaire écrit. Présentation orale. Discussion. 

14. Test 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

Révision des corrections et des conseils donnés en classe (vocabulaire; grammaire; prononciation) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Assiduité et participation(50%)/Tests et devoirs(50%) 

L'évaluation sera globale (l'assiduité et la participation: 50%; des tests et des devoirs: 50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS230／フランス語表現演習１０ 

(French Seminars 10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
パフォーマンス 2 

担当者名 

（Instructor） 
マンジャン，Ａ(MANGIN,ALEXANDRE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL3412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

会話をしながら、語彙やコミュニケーションパターンを増やすこと。聴解を改善させること。研究発表の仕方の基礎を身に着けるこ

と。  

 

授業の内容（Course Contents） 

各授業は以下の４つの段階で行われる。 

１．教師の質疑にクラスの前で応答（会話の練習）する（例えば、「最近、何をしましたか」「最近読んでいるものは何ですか」「最近

見た映画を紹介してください」など） 

２．学生による発表（テーマは教師とともに決定する） 

３．練習（特に聞き取りや聴解） 

４．教師によるプリントのコメントとフランス語圏の国々の社会の説明  

 

学生との口頭コミュニケーションが豊富にある授業なので、登録した学生のレベルに対応する。 

授業のテーマは、できるだけ学生の好きなテーマを取り扱いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の説明・練習・資料１ 

2. 発表 1・練習・資料 2 

3. 発表 2・練習・資料 3 

4. 発表 3・練習・資料 4 

5. 発表 4・練習・資料 5 

6. 発表 5・練習・資料 6 

7. 発表 6・練習・資料 7 

8. 発表 7・練習・資料 8 

9. 発表 8・練習・資料 9 

10. 発表 9・練習・資料 10 

11. 発表 10・練習・資料 11 

12. 発表 11・練習・資料 12 

13. 発表 12・練習・資料 13 

14. 発表 13・練習・資料 14・授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表の際は、事前準備（予習）が必要とされる。 

復習としては、授業で学んだ言葉を確実に覚え、語彙を充実させること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加・発表(100%) 

授業への参加態度（遅刻・早退、その他）によっては減点の対象となる場合がある。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業にて配布するプリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AS301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS301／文学講義 ２０１ 

(Lectures on Literature 201) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏中世・ルネサンス文学 

担当者名 

（Instructor） 
上杉 恭子(UESUGI KYOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世フランスにおいて文学作品の体裁をとって以来、時代や場所をこえて語り継がれる「トリスタン伝説」を、主要登場人物らに

各々焦点を当てながら、様々なテクストを横断して多角的に読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代において「トリスタン伝説」はオペラや映画の形でもよく知られている（あるいは、アーサー王の円卓の騎士の一員としてトリス

タンという主人公が知られている）が、その原点には、ケルトの古い伝承を下敷きに 12 世紀頃フランスで成立した文学作品として

のいくつものテクストが存在している。本授業では、断片的に残る中世の作品を編集して本来の完全な物語の再現を試みた、研

究者ベディエによる『トリスタン・イズー物語』を軸に、そのベディエが底本とした中世の韻文及び散文のテクストから現代の翻案

作品までを広く検討の対象としたい。毎回、主として着目する登場人物を定め、物語におけるその役割や人物像の不変と変化と

を考察することで、伝説の神話的不変性と文学的柔軟性について検証を深める。 

なお、受講者はテキストを事前に通読しておくことが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 (1) 〜トリスタン伝説の伝承・発展史 

2. 導入 (2) 〜グレマスの行為項モデル 

3. トリスタン (1) 〜多芸多才な騎士 

4. トリスタン (2) 〜狂える愛人 

5. イズー (1) 〜母と娘 

6. イズー (2) 〜"金の髪"と"白い手" 

7. マルク (1) 〜嫉妬深い夫か？情け深い王か？ 

8. マルク (2) 〜マルク王とアーサー王 

9. 敵対者たち：四悪人、小びとのフロサン、カリアドー 

10. 援助者たち：ゴルヴナル、カエルダン、隠者オグラン 

11. ブランジァン (1) 〜侍女にして貴人・同胞・師 

12. ブランジァン (2) 〜媚薬の運び手 

13. 媚薬 (1) 〜愛の入り口 

14. 媚薬 (2) 〜愛の死 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習及び復習として授業時に扱う作品を精読すること。また、紹介される参考文献や、授業を通して興味を持った関連作品など

にも積極的に目を通すこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業参加(30%)/リアクションペーパー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ベディエ編、佐藤輝夫訳、1953、『トリスタン・イズー物語』、岩波文庫 

そのほかの資料については、適宜プリント等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の関心及び進度により、授業の内容や進行順に変更がありうる。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS303／文学講義 ２０３ 

(Lectures on Literature 203) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏古典主義文学 

担当者名 

（Instructor） 
井田 尚(IDA HISASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 十八世紀フランス啓蒙思想の主な流れと多様性を、代表的な作家・思想家のテキストの具体的な読解に基づいて理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

啓蒙思想とひと口に言っても実際には単一の思想体系をなしていた訳ではなく、それぞれの思想家には独特の世界観や哲学的

見解がある。この授業では、モンテスキュー、ヴォルテール、ディドロ、ルソーら啓蒙期の思想家の代表的な作品を取り上げ、市

民階級の勃興とキリスト教的世界観の世俗化を背景とした啓蒙思想の発展と隆盛を、数々のキーワードとともに辿る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（アンシャン・レジームと啓蒙思想：検閲と思想・言論の自由） 

2. フォントネル『世界の複数性に関する対話』：聖書の教えと哲学的仮説としての宇宙論 

3. モンテスキュー『法の精神』：法を形作る自然的・精神的原因とは 

4. ビュフォン『博物誌』：動植物の究極の分類法は存在するのか 

5. コンディヤック『感覚論』：経験論、感覚論の革命性 

6. ディドロ『盲人書簡』：盲人の感覚経験と唯物論 

7. ディドロ『百科全書』：人間知識のカタログ化という試み 

8. ディドロ『ダランベールの夢』：唯物論的奇想の詩的イメージ化 

9. ルソー『学問芸術論』：反啓蒙主義者ルソーの誕生 

10. ルソー『人間不平等起源論』：批判されるべき不平等とは何か 

11. ルソー『ダランベールへの手紙』：『百科全書』項目「ジュネーヴ」への応答としての演劇批判 

12. ルソー『社会契約論』：社会の成立を説明するという難問 

13. ヴォルテール『哲学書簡』：イギリス文化紹介の風刺的な狙い 

14. ヴォルテール『寛容論』：宗教的不寛容が生んだ冤罪事件 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【予習】 各回の授業で扱う作家、作品、事項、概念について自分なりに下調べをしてイメージをつかむ。 

【復習】 各回の授業で配布されたプリントを授業内容とともに振り返り、知識を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教材はプリントを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS305／文学講義 ２０５ 

(Lectures on Literature 205) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏近・現代小説 1 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品、舞台芸術、映像などを通して、フランス十九世紀の文化と社会を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス十九世紀は、フランス大革命および産業革命という十八世紀末に起こった二つの「革命」を受けて、新しい現代的な価値

観が形作られていった時代です。この授業では、文学作品はもちろんのこと、当時のブルジョワジーのサブ・カルチャーであった

オペラやバレー等の舞台芸術を参照しながら、この激動の時代の諸相を探っていきたいと思います。恋愛観の変遷から政治体制

の変化まで、できるだけ多様なテーマを取り上げるつもりです。また学期末には、指定した文学作品の中から一つを選んで、課題

として読んでもらうことになります。舞台作品を扱っても、主眼はあくまでその背景にある社会的・歴史的な文脈にあるので、たと

えば政治にまったく関心のない学生は受講しないよう勧めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（旧体制と劇場文化） 

2. 十九世紀フランス社会と劇場文化 

3. 宮廷社会から市民社会へ（恋愛観の変遷） 

4. ロマンチック・ラブのアポリア 

5. ロココと宮廷風恋愛 

6. 市民社会における結婚文化 

7. フランス革命とジェンダー 

8. 世紀病としらけ世代 

9. 成り上がり者の時代 

10. ナショナリズムの誕生 

11. バブル経済と酒池肉林 

12. エキゾチズムの諸相 

13. 植民地主義の時代 

14. 最終試験 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に紹介するオペラやバレエ等の舞台作品は、可能な限り DVD を使って、あるいは実際に舞台に観に行くことが望ましい。

また、授業開始時までに、フランス革命から第一次大戦までのフランス史を必ずおさらいしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

筆記試験は最終授業時に行う 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回、プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岡田暁生、2001、『オペラの運命』、中公新書 (ISBN:4121015851) 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

板書の講義中心とするが、随時、DVD などの視覚教材を用いる。また、毎回リアクションペーパーを書かせ、内容がひどい場合

は欠席扱いとする。リアクションペーパーに対するフィードバックを、授業の最初に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AS307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS307／文学講義 ２０７ 

(Lectures on Literature 207) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語圏文学 

担当者名 

（Instructor） 
廣松 勲(HIROMATSU ISAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 本授業の目標は、世界に広がるフランス語圏（フランコフォニー）の文学を検討対象として、フランス共和国以外の地域において

「フランス語で書かれた作品」が、どのような社会文化的背景の下で、どのような問題意識に基づいて制作されてきたのかを理解

することにある。とりわけ、「アメリカ大陸」のフランス語圏、つまり「カリブ海域諸島のフランス海外県」と「カナダ・ケベック州」に注

目しながら、当該地域の社会状況の検討に基づいた「社会学的なテクスト分析」を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 基本的に「講義形式」にて授業を進める。まず始めに、「フランス語圏（フランコフォニー）」の成立史を検討した上で、「フランス語

圏文学研究」が抱える問題を検討する。その上で、アメリカ大陸のフランス語圏（カリブ海域諸島とカナダ・ケベック州）について、

地域研究的な視点から検討した上で、何人かの代表的な作家についてテクスト分析を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか？①：フランコフォニーの成立と「OIF」の役割 

2. フランス語圏（フランコフォニー）とはなにか②：なぜフランス語圏は世界に拡がったのか？ 

3. フランス語圏（フランコフォニー）と文学研究：どのようにフランス語圏文学を分析するか？ 

4. カリブ海域のフランス語圏①：カリブ海域の歴史・社会・文化 

5. カリブ海域のフランス語圏②：カリブ海域における言語とアイデンティティ 

6. カリブ海域のフランス語圏③：エメ・セゼールと「帰郷の物語」 

7. カリブ海域のフランス語圏④：エドゥアール・グリッサンと「空間の物語」 

8. カリブ海域のフランス語圏⑤：パトリック・シャモワゾーと「語り部の物語」 

9. カナダ・ケベック州のフランス語圏①：ケベック州の歴史・社会・文化 

10. カナダ・ケベック州のフランス語圏②：ケベック州の文化思想 

11. カナダ・ケベック州のフランス語圏③：ジャック・ゴドブーと「ケベック文学の誕生」 

12. カナダ・ケベック州のフランス語圏④：エミール・オリヴィエと「亡命の物語」 

13. カナダ・ケベック州のフランス語圏⑤：ダニー・ラフェリエールと「移住者のアイデンティティ」 

14. 総括：フランス語圏文学の共通点と相違点 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 本授業で言及されるフランス語圏地域については、出来るだけ自分自身でも情報を収集するように心掛けてください。また、レ

ポートの検討対象は授業で言及される地域（アメリカ大陸のフランス語圏）以外の作家・作品も認めるため、日頃から出来るだけ

広い範囲のフランス語圏（文学）に関して情報を収集するように心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントカード兼出席票(30%) 

期末レポートと平常点によって評価する。ただし、欠席回数が 3 回以上を超えた者については D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは特に指定しません。授業ごとに資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平野千香子、2002、『フランス植民地主義の歴史』、人文書院 (ISBN:978-4409510490) 

2. 鳥羽美鈴、2012、『多様性のなかのフランス語』、関西学院大学出版会 (ISBN:978-4862831019) 

3. 中村隆之、2012、『フランス語圏カリブ海文学小史：ネグリチュードからクレオール性まで』、風響社 (ISBN:978-4894897557) 

4. 小畑精和、2003、『ケベック文学研究：フランス系カナダ文学の変容』、御茶の水書房 (ISBN:978-4275019608) 

5. 国本伊代 編著、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 (ISBN:978-4750345345) 

6. 小畑精和・竹中豊 編著、2009、『ケベックを知るための 54 章』、明石書店 (ISBN:978-4750329512) 

その他の関連書籍等については授業で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS309／文学講義 ２０９ 

(Lectures on Literature 209) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス思想 

担当者名 

（Instructor） 
江澤 健一郎(EZAWA KENICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ思想史の中心ではなく、その周縁部で怪しい光を放つ異端的な思想家たちの思想について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

20 世紀にヨーロッパで、周縁的でありながらも強烈な輝きを放った思想家や芸術家たちがいた。ジョルジュ・バタイユ、アントナン・

アルトー、ミシェル・レリス、ロジェ・カイヨワ、ヴァルター・ベンヤミン、ピエール・クロソウスキー、バルテュス…。文学、思想、演劇、

映画、絵画…様々な領域で彼らが実践した冒険は、ヨーロッパ文化に衝撃をもたらし、その後、さらなる影響力を発揮した。この

講義では、彼らの特異な思考について考察する。そうして、われわれ自身の批判的思考を鍛える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要解説 

2. ダダイスムの思想と芸術 

3. シュルレアリスムの思想と芸術 

4. フランス社会学：デュルケームとモース 

5. 『ドキュマン』という混成系 

6. ジョルジュ・バタイユの非—知の思想１ 

7. ジョルジュ・バタイユの非—知の思想２ 

8. アントナン・アルトーの思想 

9. ミシェルレリスの文学と民族学 

10. ロジェ・カイヨワの社会学と対角線の科学 

11. ヴァルター・ベンヤミンの思想 

12. ピエール・クロソウスキーの思想 

13. バルテュスの絵画と思想 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する文献をご自分でもお読みください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席とコメントカード(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

教室で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS311／文学講義 ２１１ 

(Lectures on Literature 211) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス美術 

担当者名 

（Instructor） 
泉 美知子(IZUMI MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業では 19 世紀フランス美術を通して、近代絵画の成立について考えます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 19 世紀以降の西洋絵画は、伝統的な絵画を解体し、それに代わる新しい主題や表現様式を開拓することになります。そうした

新しい絵画の誕生を、「アカデミック・システム」から「画商・批評家システム」への美術制度の転換という観点からとらえます。王侯

貴族や教会などのパトロンが衰退すると、新たな購買者、鑑賞者となったのは新興ブルジョワジーでした。彼らと芸術家を結びつ

けたのが、画商と美術批評家です。 

 19 世紀フランス絵画は、新古典主義、ロマン主義、レアリスム、印象主義、ポスト印象主義と芸術運動が移り変わり、画家では

ダヴィッド、アングル、ジェリコー、ドラクロワ、ミレー、クールベ、マネ、モネ、セザンヌが出現します。絵画作品を時代順、作家別に

整理するのではなく、美術制度をテーマに以下の問題設定のもとに見ていきます。 

 2017 年度の授業では、19 世紀前半の絵画が中心でしたが、2018 年度は 19 世紀後半の近代絵画を主に扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 19 世紀前半のフランス絵画１（新古典主義、ロマン主義） 

2. 19 世紀前半のフランス絵画２（バルビゾン派、レアリスム） 

3. 近代絵画の登場と歴史画の解体 

4. 第二帝政期のサロン（風俗画、裸婦像、オリエンタリズム） 

5. 近代絵画の主題（ボードレール） 

6. 近代絵画の表現（マネの革新） 

7. バティニョール派と新しい試み（マネと若い画家たち） 

8. 芸術家のグループ展（印象派展） 

9. 印象派の風景画 

10. 印象派の風俗画 

11. 印象派をめぐる批評 

12. 印象派のパトロン 

13. 印象派と画商 

14. 美術館という殿堂（美術館にはいること） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

下記の参考文献を予習としてあるいは復習として読むことで、授業への理解が深まります。また、授業で取り上げた作品をじっくり

観たい場合はネットを活用しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/授業参加度とコメントカード(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はありません。授業ではプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高階秀爾、1975 年、『近代絵画史―ゴヤからモンドリアンまで（上）』、中央公論社 

2. 高階秀爾、1990 年、『フランス絵画史 ルネッサンスから世紀末まで』、講談社 

3. 島田紀夫監修、2004 年、『印象派美術館』、小学館 

4. 三浦篤、2016 年、『まなざしのレッスン ２西洋近現代絵画』、東京大学出版会 

5. 三浦篤ほか、2017 年、『西洋美術の歴史 7 19 世紀 近代美術の誕生、ロマン派から印象派へ』、中央公論新社 

参考文献として比較的入手しやすいものをあげておきますが、授業中でも紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS313／文学講義 ２１３ 

(Lectures on Literature 213) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ヨーロッパとフランス 

担当者名 

（Instructor） 
杉原 賢彦(SUGIHARA KATSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ、さらにもう少し広くとってアメリカをも射程に入れて、それらとフランス文学・文化はどうかかわってきたのか、主にふた

つの事象からとらえ直す。 

そこから文学・文化の双方向性を理解するとともに、その影響下から生まれてくるであろう新たな文学・文化についての理解を進

化／深化させてゆく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学・文化は一方的な影響を与えることもあるが、双方向的である場合のほうが多い。それだけ、「作品」と呼ばれているものは

開かれたものでもあるのだ。 

たとえば、ジャズという音楽を考えてみたとき、その場に参加する者たちのインプロヴィゼーションによって内容が決定されてゆく。

これは、長い目で見たときの文学作品やその他の芸術作品についても同様のことが述べることができるのではないだろうか。 

とりわけフランス、わけてもパリは、こうした場＝メルティング・スポットであったようにも思えるのだ。 

本講義では、前半はジャズを通して見えてくるもの、そして後半は文学作品（ドストエフスキーの中編小説）を中心として、それらと

フランス文学・文化へと接近してみたいと思っている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 〜 シェイクスピア and カンパニー et フランス 

2. ジャズとフランス I ジャズ・エイジとパリ 

3. ジャズとフランス II ロスト・ジェネレーションたち 

4. ジャズとフランス III フランスのハードボイルド 

5. ジャズとフランス IV サン=ジェルマン=デ=プレの時代 

6. ジャズとフランス V ジャズからミュージカルへ 

7. 前半のまとめと閑話休題 

8. 『白夜』の世界 I フランスからロシアへ 

9. 『白夜』の世界 II ロシアからイタリアへ 

10. 『白夜』の世界 III イタリアからフランスへ 

11. オーストリアを経由して I ツヴァイクが読んだロシアとフランス 

 

 

12. オーストリアを経由して II その後に思いを馳せると‥ 

 

13. 『白夜』の世界ふたたび そして世界へ 

14. ヨーロッパという広がりのなかで まとめにかえて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

ドストエフスキーの『白夜』は文庫本ですぐに読めるので、ぜひ一読しておいて欲しい。 

その他、前半に採り上げるのはＦ・スコット・フィツジェラルド、アーネスト・ヘミングウェイ、ボリス・ヴィアンなどとなる予定だ。 

ジャズ方面では、ミシェル・ルグランの名前はぜひ気にしておいてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/出席＋講義時のプレゼンス(20%) 

授業時の発言も重要視する予定です 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。適宜、資料ハンドアウトを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ボリス・ヴィアン、2005、『サン=ジェルマン=デ=プレ入門』、文遊社 (ISBN:489257046X) 
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2. シュテファン・ツヴァイク、1974、『三人の巨匠』、みすず書房 (ISBN:4622000083) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS314／文学講義 ２１４ 

(Lectures on Literature 214) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏詩・戯曲 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 恵子(ENOMOTO KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

喜劇は笑劇(ファルス)と混同しがちだが、フランス喜劇の父と称されたモリエールの喜劇に焦点を当て、17 世紀の社会との相互

理解のうちに、その性質と本質を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス中世からある土着の笑劇(ファルス)と道徳劇、古代ギリシャ・ローマ喜劇の違いを理解し、16 世紀末に誕生したフランス

喜劇というジャンルを検証する。そしてそれらを融合させ、現代にまで「フランス喜劇の父」として君臨するモリエールの作品を読

み考察する。 

 絶対君主制を完成させたルイ 14 世の寵愛を受けたモリエールの鋭い観察眼は貴族とブルジョワ階級の現実を浮き彫りにす

る。パリ凱旋公演『才女気取り』から『町人貴族』を読み、鑑賞し、体感しながら、モリエールの劇作法を検証する。 

 

受講生は、時代背景の基本的知識を必要とする。 

映像をできるだけ紹介するが、そのためシラバス通りに授業が進まない場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 演劇のジャンルについて 喜劇の定義 

2. ルイ 14 世の絶対君主制の光と影 / モリエール 生涯と作品－1 

3. 『才女気取り』を読む－1 

4. 『才女気取り』を読む－2 

5. 『才女気取り』を観る 

6. 『ジョルジュ・ダンダン』を読む－1 

7. 『ジョルジュ・ダンダン』を読む－2 

8. 『ジョルジュ・ダンダン』を観る 

9. 『町人貴族』を読む－1 

10. 『町人貴族』を読む－2 

11. 『町人貴族』を観る－1 

12. 『町人貴族』を観る－2 

13. 『町人貴族』を観る－3 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中で扱う作品は読んでおくことを強く推奨する。関連する作品、興味を持った作品も 対象作品の理解を促すことになるの

で、どんどん読むこと。また授業では扱えない様々な演出のものが DVD になっているので、それらを視聴し体感することが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業参加(30%)/リアクションペーパー(35%)/最終テスト(Final Test)(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. モリエール、鈴木力衛訳、1973、『モリエール全集』4 巻『才女気取り』、中央公論社 

2. モリエール、鈴木力衛訳、1973、『モリエール全集』3 巻『ジョルジュ・ダンダン』、中央公論社 

3. モリエール、鈴木力衛訳、1973、『モリエール全集』3 巻『町人貴族』、中央公論社 

そのほかの資料については適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 1977、『フランス文学講座 4 演劇』、大修館書店 

2. オディール・デュスッド、伊藤洋監修、2011、『フランス 17 世紀演劇事典』、中央公論新社 

3. ポール・ベニシュー、1993、『偉大なる世紀のモラル』、法政大学出版 
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4. アラン・ヴィアラ、2008、『演劇の歴史』、白水社 

5. ロジェ・ズュベール、2010、『十七世紀フランス文学入門』、白水社 

6. 伊藤洋、2004、『宮廷バレエとバロック劇』、早稲田大学出版部 

7. アポストリデス、1996、『機械としての王』、みすず書房 

その他の文献は適宜授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS315／文学講義 ２１５ 

(Lectures on Literature 215) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文化史 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一次世界大戦を描いたフランスの文学作品や映画を分析しながら、戦争をめぐる証言と虚構、国民的な記憶の形成について

考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大戦当時から現代にいたる歴史の流れを整理しつつ、さまざまな作家・作品を紹介する。前半は主として文学作品の抜粋、後半

は映像資料を解説し，表象文化史的な観点から、戦争描写の変遷について論じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入（授業計画と方針確認） 

2. 第一次世界大戦の歴史 

3. 大戦文学１：「虚構」か「証言」か 

4. 大戦文学２：戦争は「美しい」か 

5. 大戦文学３：「知識人」の役割とは 

6. 大戦映画：アベル・ガンスの「弾劾」１ 

7. 大戦映画：アベル・ガンスの「弾劾」２ 

8. 中間テスト 

9. 両大戦間期１：激戦地ヴェルダンの記憶 

10. 両大戦間期２：ルビッチ『私の殺した男』 

11. 両大戦間期３：ルノワール『大いなる幻影』 

12. 第二次大戦後 

13. 冷戦終了後から 100 周年まで 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で指示した抜粋をかならず読んだり観たりしてから授業に参加すること。予習・復習ができているかどうか、リアクションペー

パーで確認します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席とリアクションペーパー(40%)/中間テスト(30%)/最終テスト(Final Test)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 久保昭博、2011、『表象の傷 第一次世界大戦から見るフランス文学史』、人文書院 (ISBN:978-4409511152) 

2. 坂本浩也、2015、『プルーストの黙示録 『失われた時を求めて』と第一次世界大戦』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-

4766422085) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS316／文学講義 ２１６ 

(Lectures on Literature 216) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
仏現代社会 

担当者名 

（Instructor） 
片岡 大右(KATAOKA DAISUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「フランス現代社会」を構成する諸要素を概観し――なおそこではそもそも、「フランス」、「現代」、「社会」のいずれもが、自明性を

解きほぐされることになる――、わたしたち自身の現在を問い直すよすがとすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

おおむね下記の「計画」に沿って（変更はありうる）講義を行う。いくつかのテーマについては、学生による発表を交える可能性も

ある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. フランスにおいて「現代」とはいつから始まるのか 

3. 「社会」の誕生 

4. 植民地の問題 

5. 「ヨーロッパ」とは何か 

6. 「右」と「左」の政治文化 

7. 「ライシテ」の成立と変容 

8. 「知識人」と現代社会 

9. 「文学」と現代社会 

10. ド・ゴールの時代 

11. ミッテランの時代 

12. マクロンの時代（１） 

13. マクロンの時代（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次週のための資料配布や課題の提示を行うことがある。まじめに取り組むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席および参加態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS317／文学講義 ２１７ 

(Lectures on Literature 217) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 1 

担当者名 

（Instructor） 
須藤 佳子(SUTO YOSHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業は、言語学の主要分野における基本的な考え方を学ぶことで人間の言語の特質について理解を深め、フランス語の修得

にも役立つ言語学的知識を身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

⾔語というものの本質的な特徴を理解したうえで、音声学・⾳韻論、形態論、統語論、意味論・語用論という言語学の主要分野の

基礎事項を学んでいく。できるだけフランス語の例をとりあげることで、フランス語の仕組みについても理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：言語とは何か（１） 

2. 言語とは何か（２）記号としての言語 

3. 言語とは何か（３）体系と構造 

4. 音声学・音韻論（１）音声と言語音 

5. 音声学・音韻論（２）音素と弁別素性 

6. 形態論（１）形態素とは？ 

7. 形態論（２）さまざまな語形成 

8. 統語論（１）さまざまな文法範疇 

9. 統語論（２）統語理論 

10. 意味論（１）意味とは？ 

11. 意味論（２）語レベル：類義語、多義語、同音異義語 

12. 意味論（３）句・文のレベル：連語・慣用句 

13. 語用論（１）発話の意味 

14. 語用論（２）談話と文化 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/リアクションペーパー(20%)/授業内に指示した提出物(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。適宜プリントにて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

その都度紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS318／文学講義 ２１８ 

(Lectures on Literature 218) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語学概説 2 

担当者名 

（Instructor） 
中尾 和美(NAKAO KAZUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

借用、外国語の使用また翻訳について言語学的視点、社会言語学的視点および言語政策的な視点から考察することを目的とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 外国語の使用を様々な視点から考察する。まず借用がどのような形式、どのような動機付けで行われる傾向にあるのかを、フ

ランスを中心に考察する。ついで、フランスにおける言語政策、および広告など商業分野での外国語の使用を概観する。さらに、

様々なテクストを題材に言語間翻訳を考察する。また、昨今注目される言語景観について概観する。言語景観とは街中に溢れる

言葉であり、日本の都市における外国語使用を考察する。 

 基本的には講義だが、適宜学生諸君にも質問し、参加を促す。毎回授業の最後に、授業の復習を兼ねた簡単なリアクションペ

ーパーの提出を求める。 

 なお、フランス語のテクストを多用するので、フランス語の基礎知識があることが望ましい。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 借用の分類 

3. 借用とフランスの言語政策 

4. テクストにおける外国語の使用 

5. 商品名における外国語の使用 

6. 広告における外国語の使用 

7. 翻訳（１）言語間翻訳、言語内翻訳 

8. 翻訳（２）固有名詞の翻訳 

9. 翻訳（３）専門用語の翻訳 

10. 翻訳（４）翻訳とネゴシエーション 

11. 言語景観と翻訳 

12. 言語景観と二言語使用 

13. 言語景観における外国語の役割 

14. 言語景観と政治 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で具体的に指示する。フランス語を多用するので、フランス語未修者が受講する場合は、フランス語のテクストをよく復習し、

授業の内容を理解することが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席およびリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントにて配布 

 

参考文献（Readings） 

1. U. Eco. 2010. Dire presque la même chose. Le Livre de Poche 

2. Vinay &Darbelnet. 1958. Stylistique comparée du français et de l'anglais. Didier 

3. 窪薗晴夫、2002、『新語はこうして作られる』、岩波書店 

4. Pruvost, J. & J.-F. Sablayrolles. 2003. Les néologismes. P.U.F. 

5. P. Backhaus. 2007. Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism in Tokyo. Multilingual Matters 

6. ウスティノフ、2008、『翻訳』、白水社 

詳細は授業で指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 855 - 

■AS781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS781／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS782／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS783／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 

桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS784／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AS785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AS785／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL4843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ａ 

(Introductory Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『今昔物語集』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『今昔物語集』巻 23・巻 24に収められた説話を一話ずつ精読し，各説話の魅力を体験し，古典文学の実態に関する理解を深め

るとともに，基礎的な資料調査の方法と作法を身につける． 

 

授業の内容（Course Contents） 

巻 23 は武勇・強力，巻 24 は文化的芸道に関する話を収める．はじめに『今昔物語集』について概説し，演習の進め方について

説明する．その後，各話について，発表担当者を決めて演習形式で読み進める．発表者は，諸注釈書を比較検討し，語釈，表現

分析，類話との比較などを行い，その成果を発表する．発表のあとには質疑応答を行い，その討論の中で一話一話を深く読み解

いていく．これらの過程で，物語の読み方，資料調査の方法，発表の作法を身につけることをめざす． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査方法の指示，『今昔物語集』概説 

3. 担当者による発表と討論 1 

4. 担当者による発表と討論 2 

5. 担当者による発表と討論 3 

6. 担当者による発表と討論 4 

7. 担当者による発表と討論 5 

8. 担当者による発表と討論 6 

9. 担当者による発表と討論 7 

10. 担当者による発表と討論 8 

11. 担当者による発表と討論 9 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 担当者による発表と討論 12，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う説話を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備はできるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/各回のコメントの内容(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

欠席・遅刻がくり返される場合は評価対象としない． 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池上洵一編、2001、『今昔物語集 本朝部（中）』岩波文庫、岩波書店 (ISBN:4003001931) 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明編、2003、『今昔物語集を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:ISBN4790709671) 

その他は授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｂ 

(Introductory Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世文学研究の基礎 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学の代表的作品を読み、日本文学研究の基礎的方法を習得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本文学の基本的な学び方（文献の検索、レジュメやレポートの作成、発表やディスカッション）を習得します。授業では、近世文

学作品のなかから各自興味のある作品を選んで翻刻、語釈、現代語訳を行い、疑問点や問題点を見つけます。そのうえで先行

研究を参考に関連資料を集めて作品分析を行い、自身の見解を発表します。また、その成果を文章化してレポートとしてまとめま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 日本近世文学について、くずし字読解について 

3. 資料の集め方（図書館の利用法、文献探索の方法） 

4. レポートの書き方 

5. 発表の方法 

6. 学生による発表（仮名草子） 

7. 学生による発表（浮世草子１） 

8. 学生による発表（浮世草子２） 

9. 学生による発表（読本） 

10. 学生による発表（黄表紙） 

11. 学生による発表（洒落本） 

12. 学生による発表（滑稽本） 

13. 学生による発表（俳諧） 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(40%)/受講態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

指定のテキストのほか、授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｃ 

(Introductory Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『猿蓑』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 有祐(INABA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文芸の特質を理解し、適切な解釈・発展的な考察を導くための調査・研究の方法、発表の基礎を身につける。初歩的な変体

仮名を習得する。作品解釈を通じ、当時の人々の生活・文化についての知識を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『猿蓑』は「俳諧の古今集」と呼ばれ、蕉門の代表的な撰集として位置づけられている。本授業では、特に連句を中心として輪読

し、句に句を連ねる付合文芸の妙味、俳諧の特色である文芸的「座」、季語に込められた美意識・伝統について理解していきた

い。授業では担当者を決め、演習形式で発表・質疑を行い、作品を読み進めていく。影印本をテキストとするため、変体仮名につ

いても学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・調査研究の方法について 

2. 連句概説・『猿蓑』について 

3. 演習発表（１） 

4. 演習発表（２） 

5. 演習発表（３） 

6. 演習発表（４） 

7. 演習発表（５） 

8. 演習発表（６） 

9. 演習発表（７） 

10. 演習発表（８） 

11. 演習発表（９） 

12. 演習発表（１０） 

13. 演習発表（１１） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回質疑を行うので、発表箇所については必ず読み、疑問点を整理しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/質疑・コメントペーパー・小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 雲英末雄,佐藤勝明編、1993年、『影印本 元禄版猿蓑 ―『猿蓑箋註』翻刻付―』、新典社 (ISBN:ISBN4787904264) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｄ 

(Introductory Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 2』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT015 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ１ｅ 

(Introductory Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で日本の近現代文学を研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な項目は以下の通りです。 

１ 文献・資料の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：文献・資料の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半の講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求められま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 1』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ａ 

(Introductory Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「文学研究」をしてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大学で日本の近現代文学を研究するための基礎的な知識・方法を身につけると同時に、演習形式の授業に参加するためのスキ

ルを獲得することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、演習形式の授業に参加するためのスキルについて講義形式で説明します。その主な項目は以下の通りです。 

１ 文献・資料の検索・収集方法 

２ 発表内容の構成の仕方 

３ 発表資料の作り方 

４ 口頭発表のやり方 

５ レポート作成の方法 

次に、テキストの作品を受講者で分担し、昭和戦前期の文学や日本の近現代文学の特質を理解するための基本的な視角を獲得

することを目標に、演習形式で発表・討議を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講義：文献・資料の検索・収集方法 

3. 講義：発表内容の構成の仕方 

4. 講義：発表資料の作り方 

5. 講義：口頭発表のやり方 

6. 講義：レポート作成の方法 

7. 参加者による報告と討議１ 

8. 参加者による報告と討議２ 

9. 参加者による報告と討議３ 

10. 参加者による報告と討議４ 

11. 参加者による報告と討議５ 

12. 参加者による報告と討議６ 

13. 参加者による報告と討議７ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者には、前半の講義を踏まえて報告の準備をすることと、他の参加者による報告にコメントをするための準備が求められま

す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業での報告内容の評価(40%)/演習形式の授業での参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇１』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311914-3) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｂ 

(Introductory Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後文学を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点から近代文学のテキストを読み、文学研究に関する方法と知識を学ぶとともに、論理的

な文章を書く能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、４５分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの作り方 

4. 論文の書き方 

5. 発表 1  

6. 発表 2  

7. 発表 3 

8. 発表 4  

9. 発表 5  

10. 発表 6  

11. 発表 7  

12. 発表 8  

13. 発表 9  

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎（他）編、2012、『日本近代短篇小説選 昭和篇 3』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｃ 

(Introductory Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学の基礎研究 

担当者名 

（Instructor） 
椋棒 哲也(MUKUBO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近現代日本文学の作品について理解を深めるために、小人数の参加者による発表や討論に関する知識や方法を体得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近現代日本の文学作品を研究する、とはどういうことだろうか。受講を予定する皆さんの多くは、中学校・高等学校で国語（現代

文）教科書掲載作品として近現代日本文学を精読してきた筈であるが、その際の経験がこの入門演習でも大いに、しかし別様に

活かされることだろう。「大いに」というのは、この入門演習が原則的に教科書掲載作品（短篇）をテキストとするからだ。「別様に」

というのは、受講者がいわば授業者になるからだ。皆さんは四回のオリエンテーションを受けるなかで、文献を集める・レジュメを

作る・発表を行う・レポートを書く――ための方法を学ぶ。そして学んだ内容を授業時間外に自身で実地に移し、第六回以降の発

表や討論に（また課題提出に）反映させなければならない。授業担当者は、そのような活動のなかで研究の意義についても考え

て頂きたいと期待している。なお発表時間は一人当たり二〇分程度。また授業内容や計画は修正することがあるから、ご注意

を。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに：作品に対する担当者の割り当てほか 

2. どのように文献を集めるか：図書館で？ネットで？ 

3. どのような観点で発表するか：作品論・作家論ほか 

4. どのようにレジュメを作るか：構成・表記など諸注意 

5. 模擬発表：黒島伝治「二銭銅貨」「豚群」 

6. 受講者による発表その一：夏目漱石「夢十夜」から二章 

7. 受講者による発表その二：森鷗外「最後の一句」「高瀬舟」 

8. 受講者による発表その三：芥川龍之介「羅生門」「蜜柑」 

9. 受講者による発表その四：志賀直哉「城の崎にて」横光利一「蠅」 

10. 受講者による発表その五：梶井基次郎「檸檬」宮沢賢治「なめとこ山の熊」 

11. 受講者による発表その六：太宰治「走れメロス」「富嶽百景」 

12. 受講者による発表その七：中島敦「山月記」「名人伝」 

13. 受講者による発表その八：阿部公房「赤い繭」＊以上から八人（篇）を選ぶ 

14. おわりに：どのようにレポートを書くか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

まず授業計画で示した作品を、できるだけ多く第一回までに読んでおくこと。そして担当を希望する作品を複数決めておくこと。次

に開講後、受講者は折に触れ提示された知識や方法を反芻し、かつ参考文献を渉猟することが求められる。また担当する作品

が決定した後は発表準備を怠りなく進めること。なお第六回以降、当該時に発表を担当しない受講者も事前に作品を精読して各

自の「読み」を固め、発表者に相応の助言を行うべく用意し、授業に臨むことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当作品に関する研究発表(40%)/最終レポート(30%)/毎回の出席と、併せて適宜書いてもらうリアクションペーパー(30%) 

備考：本授業は、発表や討論に関する知識や方法の体得を一義とする。ゆえに、一、単位取得のためには研究発表が必須であ

る。なおやむを得ず担当回を欠席した場合、第一四回に改めて発表の機会が与えられる。二、単位取得のためには７割（14 回の

うち 10 回）以上の出席を必要とする。また 30 分を超えて入室・退出する行為はこれを出席と認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

第一回～第五回のテキストは、授業者が用意する。第六回～第一三回のテキストは、発表担当者自身が本学池袋図書館などで

全集などを複写し、受講者に頒布する。詳細は第一回の授業において説明する。受講者各位は必ず出席すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2012/6、2017/3 改訂、『MASTER WRITING』、立教大学 大学教育開発・支援センタ

ー 
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2. 立教大学 大学教育開発・支援センター、2016/3、『MASTER PRESENTATION』、立教大学 大学教育開発・支援センター 

ほか適宜授業で紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者は二～三名から成る八班に分かれる。第六回～第十三回において毎回一班が発表を行い、もう一班が司会を担当する。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｄ 

(Introductory Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世擬古文を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世擬古文の精読を通じて、古典籍の扱い及び基礎的な文献調査の方法を体得するとともに、古典文法の意義や近世擬古文

の特色を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本居宣長『玉勝間』を題材として、各種辞書や先行研究を用いて古典籍を丁寧に読解するための方法を身に付けていく。特に、

高等学校までに学ぶ古典文法や語彙との差異に注目しつつ、伝統的な国語国文学研究の初歩をその内容から読みとっていく。

授業では、基本事項を講義形式で伝えたのちに、章段ごとに分担者を決めて演習形式で発表を行い、全体での議論を通じて理

解を深めることになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料紹介および課題の確認 

2. 発表見本 

3. 調査方法の検討 

4. 担当者による発表と討議（１） 

5. 担当者による発表と討議（２） 

6. 担当者による発表と討議（３） 

7. 担当者による発表と討議（４） 

8. 担当者による発表と討議（５） 

9. 担当者による発表と討議（６） 

10. 担当者による発表と討議（７） 

11. 担当者による発表と討議（８） 

12. 担当者による発表と討議（９） 

13. 担当者による発表と討議（１０） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の発表する箇所以外についても、発表者同様に調査して討議に臨むこと。各回の討議で見つかった課題についても、各自で

解決のための方策を探って次回に臨むこと。また、「何をどのように調べたら、何がどこまで分かり、何についてはなぜ分からなか

ったのか」ということを明確にして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 芳賀登、2017、『本居宣長 読みなおす日本史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642067232) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT025 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｅ２ｅ 

(Introductory Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
変体仮名を読む 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

変体仮名を読む力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

変体仮名で書かれた平安時代の作品を取り上げます。発表の分担を決めて、翻刻、語釈、注釈、現代語訳などをレジュメにまと

めて発表してもらいます。変体仮名で書かれた写本は、濁点も句読点もなく、和歌以外のところでは改行もありません。一文字、

一文字の変体仮名を正確に読み取ることから始まって、ひとまとまりの単語を認識し、さらには文節、そして文、ひいてはまとまっ

た文章を鑑賞する力を養います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

自分の分担箇所について調べてレジュメを作るのはもちろんのこと、他の学生の発表する箇所についても予習・復習をして、変体

仮名を読むことに習熟する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/発表(30%)/授業への参加態度(30%) 

最終テストでは、変体仮名を読む力を試します。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊地知鐵男編、1966 年、『増補改訂 仮名変体集』、新典社 (ISBN:978-4-7879-0410-2) 

テキストを毎回使うので、持ってくること。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 871 - 

■AT091 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／日本文学研究法 

(Preliminary Studies in Japanese Literature) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語・日本文学の研究に関する方法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

井野 葉子(INO YOKO) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

原 克昭(HARA KATSUAKI) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語・日本文学を研究するための方法をわかりやすく解説し、日本文学専修の学生に必要なスキルを身につけさせる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本とは何か、日本語・日本文学とは何か、それを学ぶことの意義やおもしろさはどこにあるのかを幅広い観点から講義する。実

際の授業は、毎回、日本文学専修の専任教員が交替で行う。資料はその都度用意する。毎回、コメントあるいは小レポートを提

出してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講義１ 

3. 講義２ 

4. 講義３ 

5. 講義４ 

6. 講義５ 

7. 講義６ 

8. 講義７ 

9. 講義８ 

10. 講義９ 

11. 講義１０ 

12. 講義１１ 

13. 講義１２ 

14. 講義１３ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各担当者の指示に従い、事前にコメントまたは小レポートを準備し提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点（コメント、小レポートを含む）(60%) 

最終レポートは、最も印象に残った講義で扱われた問題に関しての考察をしてもらう 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT101／演習 Ｅ１ 

(Seminars E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
《夢記》をよむ～古代・中世びとのみた〈夢〉の文学 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 文学作品にみる 《夢記》の探究・解読を通して，文化史的な視点から古典世界に親しむとともに，基本的な文献資料調査方法

の修得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ひとは〈夢〉を通して，過去を認知し，現在を洞察し，未来を幻視する。とりわけ古代・中世に生きた人々にとっての〈夢〉は，異

界・冥界からのメッセージを受信し，未知なる世界と自己をつなぐ伝達コードとして，現代以上に重要な役割と影響力をもってい

た。さらに，語られ綴られることで〈夢〉の効力は奥行きと拡がりをみせてゆく。本演習では，古代・中世に綴られた夢想・夢告の記

録――《夢記》を読み解きながら，新たな古典文化史の世界を探求してゆく。 

 演習形式としては，まず基礎知識の共有として，《夢記》の諸相・アプローチ方策をレクチャーした上で，参加者各自によるテー

マ設定と調査報告・合評，そして最終レポートとして仕上げてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス―〈夢〉の位相差～俗世と異界をつなぐもの 

2. 基礎知識の共有（１）―《夢記》の諸相／アプローチ方策 

3. 基礎知識の共有（２）―《夢記》報告サンプル A：フィクションの〈夢〉 

4. 基礎知識の共有（３）―《夢記》報告サンプル B：ノンフィクションの〈夢〉 

5. 参加者による報告・合評（１） 

6. 参加者による報告・合評（２） 

7. 参加者による報告・合評（３） 

8. 参加者による報告・合評（４） 

9. 参加者による報告・合評（５） 

10. 参加者による報告・合評（６） 

11. 参加者による報告・合評（７） 

12. 参加者による報告・合評（８） 

13. 参加者による報告・合評（９） 

14. 春学期の総括／「最終レポート」の完成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告にむけたテーマ選定・文献調査・レジュメ作成，および「最終レポート」の作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/出席・合評レビュー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

開講時に「《夢記》リスト」を配布する。報告レジュメは各自で作成。 

 

参考文献（Readings） 

西郷信綱『古代人と夢』（平凡社ライブラリー），酒井紀美『夢語り・夢解きの中世』（朝日選書），酒井紀美『夢から探る中世』（角川

選書），河東仁『日本の夢信仰』（玉川大学出版部），倉本一宏『平安貴族の夢分析』（吉川弘文館）ほか，《夢記》ごとに紹介する

（報告準備・レポート作成に活用）。報告レジュメの作成仕様は演習内で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT102／演習 Ｅ２ 

(Seminars E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更後】「風土記」研究～古代の文化・社会・思想と「地名起源」説話 

【変更以前の記載内容】《寺社縁起・参詣記》研究～古代・中世の信仰と文芸世界 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年度 8 月 23 日付変更 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：原 克昭（HARA KATSUAKI ）→木村 淳也(KIMURA JUNYA ) 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、テキスト、参

考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

八世紀初頭に編纂された各国「風土記」の調査・解読・精読をとおして、中央とは異なった地方の古代神話・説話への理解を深め

るとともに、古典研究に応用できる文献調査の方策と、古代史・古代文化研究の視座の習得をめざす。 

 

【変更以前の記載内容】 

《寺社縁起・参詣記》の探索・調査・解読をとおして，古代・中世における信仰の諸相を探究するとともに，古典研究に応用できる

文献調査方策と人文地理学・思想史学の視座の修得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

「日本」や「東京」などは国名・都市名であるが、同時に平面的な領域を示す「地名」であることは自明である。山や川、風光明媚な

観光地、寺社などの聖地などはもとより、普段何気なく接している場所にさえ名が付されている。我々の生活空間は「地名」という

ものに分節されていると言ってよい。本来「無名」であった土地は、名を付されることによって、はじめて我々の認識の対象となる。

つまり、土地への名付けとは、きわめて人間的な思考の営為なのである。 

 古代にあって、地名由来（名付け）を説いたものは「地名起源説話」と呼ばれる。この「地名起源説話」が多数採録されたもの

が、奈良時代に成立した「風土記」である。そこには、神や貴人の巡行・来臨、種々の奇瑞など、由緒や物語を付したもの、景観

的特徴をストレートに述べたものなど、多種多様な地名の起源譚を見ることができる。「風土記」を読むことは、古代人の土地への

名付けという行為を通して、古代の文化や社会、思想、文学的モチーフなどを探求する試みといえるだろう。 

 本演習では、現在までに五種が伝えられる古「風土記」を中心に、発表者が各自でテーマ設定し、調査報告と合評をおこなう。

モチーフや構成、表現、書誌の問題にも踏み込み、古典文学を考える際の多面的な研究方法を学んでほしい。 

 演習形式として、まずは基礎知識の共有としての「風土記」の総合的概説と、各国風土記の特徴、アプローチ方法をレクチャー

した上で、演習参加者によるテーマ設定と調査報告・合評を行い、「最終レポート」として仕上げてもらう。 

 

【変更以前の記載内容】 

 現在でも寺社・聖地・霊場が観光地やパワースポットとして衆目を集めるように，古代・中世にあってもそれらは人々の信仰を集

める〈場〉としてあった。そのような信仰の〈場〉をめぐる由緒や霊験を語り，名だたる古代人物たちの巡礼や来歴を物語るために

つくられたのが，《寺社縁起・参詣記》であり，図像化された《参詣曼荼羅》である。それらには，古代・中世びとの信仰世界が再現

されているだけでなく，さまざまな文芸世界との接点を読み取ることができる。 

 本演習では，各地の聖地霊場に伝わる《寺社縁起・参詣記・参詣曼荼羅》の諸相を調査し，その言説・図像を解読することで，

古代・中世びとの織りなした信仰世界を探究してみたい。いわば，古典版パワースポット探究の試みである。 

 演習形式として，まずは基礎知識の共有として《寺社縁起・参詣記・参詣曼荼羅》の諸相と分類・類型およびアプローチ方策をレ

クチャーした上で，参加者各自によるテーマ設定と調査報告・合評，そして「最終レポート」として仕上げてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】イントロダクション、授業概説 

【変更以前の記載内容】開講ガイダンス―《寺社縁起・参詣記》研究のてびき 

2. 【変更後】「風土記」に関する基礎知識・理解の確認、工具書紹介 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（１）―《寺社縁起・参詣記》の類型／アプローチ方策 

3. 【変更後】報告サンプル発表 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（２）―報告サンプル A：《寺社縁起・霊験記》バージョン 

4. 【変更後】報告・合評１ 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（３）―報告サンプル B：《参詣記・参詣曼荼羅》バージョン 

5. 【変更後】報告・合評２ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（１） 

6. 【変更後】報告・合評３ 
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【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（２） 

7. 【変更後】報告・合評４ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（３） 

8. 【変更後】報告・合評５ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（４） 

9. 【変更後】報告・合評６ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（５） 

10. 【変更後】報告・合評７ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（６） 

11. 【変更後】報告・合評８ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（７） 

12. 【変更後】報告・合評９ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（８） 

13. 【変更後】報告・合評１０ 

【変更以前の記載内容】参加者による報告・合評（９） 

14. 【変更後】授業のまとめ／最終レポートの完成・提出 

【変更以前の記載内容】秋学期の総括／「最終レポート」の完成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

報告に向けた本文とテーマ選定・文献調査・レジュメ作成、および「最終レポート」作成のための基礎学習。 

【変更以前の記載内容】 

報告にむけたテーマ選定・文献調査・レジュメ作成，および「最終レポート」の作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(40%)/出席・合評レビュー(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】 

「風土記」の本文を各自で用意しておく。テキストとしては中村啓信『風土記』上・下（角川ソフィア文庫）が最新かつ簡易に入手で

きる。他に小学館新全集、岩波新・旧大系、岩波文庫、山川出版、角川文庫、平凡社ライブラリーなどがあるが、発表報告の際に

は原文を付す必要があるので、原文も別途入手すること。 

【変更以前の記載内容】 

「《寺社縁起・霊験記・参詣記・参詣曼荼羅》リスト」ほかプリントを配布。 

報告レジュメは各自で作成。 

 

参考文献（Readings） 

1. 三浦佑之、2016、『風土記の世界』、岩波書店 

2. 植垣節也・橋本雅之編、2001、『風土記を学ぶ人のために』、世界思想社 

3. 秋本吉郎、1998、『風土記の研究（復刊）』、ミネルヴァ書房 

【変更後】 

上記の通り 

【変更以前の記載内容】 

『社寺縁起伝説辞典』（戎光祥出版），『社寺縁起絵』（角川書店），『参詣曼荼羅』（日本の美術 331）ほか，調査ツールとあわせて

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT103／演習 Ｅ３ 

(Seminars E3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT104／演習 Ｅ４ 

(Seminars E4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈書から現代の注釈書に至るまでの膨大な注釈の歴史を俯瞰しながら、『源氏物語』への理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』が成立した当時の人々は現代文学として読んでいたので、注釈書の必要はありませんでした。ところが、時が流れ

るにつれて次第に有職故実や言葉などが読者にわからなくなり、注釈が必要になってきたのです。その注釈作業は院政期の頃

から現代に至っており、それらの膨大な注釈の積み重ねがあることによって、現代の私たちは『源氏物語』を読むことができるの

です。 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べたレジュメを作成して発表してもらいます。 

 演習 E3 で扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（１）―発表の順番と分担、参考文献など 

2. ガイダンス（２）―レジュメの作り方、発表のやり方など 

3. 学生による発表（１） 

4. 学生による発表（２） 

5. 学生による発表（３） 

6. 学生による発表（４） 

7. 学生による発表（５） 

8. 学生による発表（６） 

9. 学生による発表（７） 

10. 学生による発表（８） 

11. 学生による発表（９） 

12. 学生による発表（10） 

13. 学生による発表（11） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前に『源氏物語』の全体像を把握しておくこと。自分の分担する箇所についてレジュメを作成するのはもちろんのこと、他の学生

の発表箇所についても予習・復習をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT105／演習 Ｅ５ 

(Seminars E5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『宇治拾遺物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十三世紀に成立した説話集である『宇治拾遺物語』からいくつかの説話を取りあげ，その内容を多角的に読み解く力を身につけ

るとともに，中世文学にあらわれた表現・言説の特質について理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに『宇治拾遺物語』について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねて

いく．担当者は，諸注釈や先行研究を参考にしながら，表現の特質，物語の構造，類話との比較，説話を生み出しはぐくんだ環境

などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員のていねいな読解によって，説話のさまざまな魅

力を掘り起こしていく． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査方法等の指示，『宇治拾遺物語』概説 

3. 担当者による発表と討論 1 

4. 担当者による発表と討論 2 

5. 担当者による発表と討論 3 

6. 担当者による発表と討論 4 

7. 担当者による発表と討論 5 

8. 担当者による発表と討論 6 

9. 担当者による発表と討論 7 

10. 担当者による発表と討論 8 

11. 担当者による発表と討論 9 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 担当者による発表と討論 12，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う説話を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/各回のコメントの内容(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 三木紀人・浅見和彦他、1990、『宇治拾遺物語 古本説話集』（新日本古典文学大系、岩波書店 (ISBN:ISBN4002400425) 

その他は授業中に指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT106／演習 Ｅ６ 

(Seminars E6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『宇治拾遺物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十三世紀に成立した説話集である『宇治拾遺物語』からいくつかの説話を取りあげ，その内容を多角的に読み解く力を身につけ

るとともに，中世文学にあらわれた表現・言説の特質について，さらに深く理解する． 

 

授業の内容（Course Contents） 

はじめに『宇治拾遺物語』について概説し，演習の進め方について説明する．その後，担当者を決め，発表と質疑応答を重ねて

いく．担当者は，諸注釈や先行研究を参考にしながら，表現の特質，物語の構造，類話との比較，説話を生み出しはぐくんだ環境

などについて，それぞれの観点から分析と調査を進めて発表する．参加者全員のていねいな読解によって，説話のさまざまな魅

力を掘り起こしていく．春学期とは異なる説話をとりあげる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 共通課題の確認，発表・調査方法等の指示 

2. 発表・調査方法等の指示，『宇治拾遺物語』概説 

3. 担当者による発表と討論 1 

4. 担当者による発表と討論 2 

5. 担当者による発表と討論 3 

6. 担当者による発表と討論 4 

7. 担当者による発表と討論 5 

8. 担当者による発表と討論 6 

9. 担当者による発表と討論 7 

10. 担当者による発表と討論 8 

11. 担当者による発表と討論 9 

12. 担当者による発表と討論 10 

13. 担当者による発表と討論 11 

14. 担当者による発表と討論 12，まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う説話を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

発表・レポート作成のための準備は時間がかかるので，できるだけ早く始めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/各回のコメントの内容(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 三木紀人・浅見和彦他、1990、『宇治拾遺物語 古本説話集』（新日本古典文学大系、岩波書店 (ISBN:ISBN4002400425) 

その他は授業中に指示する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT107／演習 Ｅ７ 

(Seminars E7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
平安時代の文学作品のさまざまな場面を読む 

担当者名 

（Instructor） 
室城 秀之(MUROKI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安時代の文学作品のさまざまな場面を精読することによって，古典文学の読解の方法を学び，調査・研究した結果を発表する

力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平安時代の文学作品のなかから，各自が読んでみたい場面を選んで，現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しな

がら精読することで，作品の内容を正しく読みとる。取り上げる作品の場面は，今まで読んだことのあるもの，たとえば，高等学校

の教科書で読んだことのあるものでもかまわない。発表者は，取り上げる場面の前後を要約して，その場面が作品のなかでどの

ように位置づけられるのかを説明したうえで，各自が取り上げる場面の解釈の問題点をあげて，その場面をどう読むのかを報告

する。その際，発表者は，注釈書を比較検討した結果をただそのまま報告するのではなく，自分自身の読みを，聞いている者に

わかるように工夫して発表してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・ガイダンス 

2. テーマ設定の方法（講義） 

3. 資料調査の方法（講義） 

4. 発表方法の具体例Ⅰ（講義） 

5. 発表方法の具体例Ⅱ（講義） 

6. 学生発表① 

7. 学生発表② 

8. 学生発表③ 

9. 学生発表④ 

10. 学生発表⑤ 

11. 学生発表⑥ 

12. 学生発表⑦ 

13. 学生発表⑧ 

14. 春学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者から事前に配布されるレジュメをよく読んで，自分の意見をまとめておくこと。また、授業後に、発表の内容を自分なりに吟

味して、自分の考えをまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席・授業の参加度(20%)/発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT108／演習 Ｅ８ 

(Seminars E8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
平安時代の文学作品のさまざまな場面を読む 

担当者名 

（Instructor） 
室城 秀之(MUROKI HIDEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安時代の文学作品のさまざまな場面を精読することによって，古典文学の読解の方法を学び，調査・研究した結果を発表する

力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

平安時代の文学作品のなかから，各自が読んでみたい場面を選んで，現在の代表的な注釈書のさまざまな読みを比較検討しな

がら精読することで，作品の内容を正しく読みとる。取り上げる作品の場面は，今まで読んだことのあるもの，たとえば，高等学校

の教科書で読んだことのあるものでもかまわない。発表者は，取り上げる場面の前後を要約して，その場面が作品のなかでどの

ように位置づけられるのかを説明したうえで，各自が取り上げる場面の解釈の問題点をあげて，その場面をどう読むのかを報告

する。その際，発表者は，注釈書を比較検討した結果をただそのまま報告するのではなく，自分自身の読みを，聞いている者に

わかるように工夫して発表してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入・ガイダンス 

2. テーマ設定の方法（講義） 

3. 資料調査の方法（講義） 

4. 発表方法の具体例Ⅰ（講義） 

5. 発表方法の具体例Ⅱ（講義） 

6. 学生発表① 

7. 学生発表② 

8. 学生発表③ 

9. 学生発表④ 

10. 学生発表⑤ 

11. 学生発表⑥ 

12. 学生発表⑦ 

13. 学生発表⑧ 

14. 秋学期のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者から事前に配布されるレジュメをよく読んで，自分の意見をまとめておくこと。授業後に、発表の内容を自分なりに吟味し

て、自分の考えをまとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席・授業の参加度(20%)/発表内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT109／演習 Ｅ９ 

(Seminars E9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西行の自然詠を読解する 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安時代末期の代表的歌人である西行の自然詠（四季詠）を読解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西行は数多くの自然詠（四季詠）を詠んだ。その中から、新古今和歌集に収められた歌で、かつ西行自身が二編の自歌合（じか

あわせ）に選び入れた自信作を取り上げて、輪読形式で読解する。合わせて、自歌合の判者、藤原俊成、藤原定家の和歌観に

ついても考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西行の和歌について 

2. 春の歌を読解する（１） 

3. 春の歌を読解する（２） 

4. 春の歌を読解する（３） 

5. 春の歌を読解する（４） 

6. 夏の歌を読解する（１） 

7. 夏の歌を読解する（２） 

8. 秋の歌を読解する（１） 

9. 秋の歌を読解する（２） 

10. 秋の歌を読解する（３） 

11. 秋の歌を読解する（４） 

12. 冬の歌を読解する（１） 

13. 冬の歌を読解する（２） 

14. 振り返り 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

西行についての論文・評論（授業中に紹介する）などに、日ごろから親しむことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表ならびに討議への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT110／演習 Ｅ１０ 

(Seminars E10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西行の人事詠を読解する 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平安時代末期の代表的歌人である西行の人事詠（恋歌・雑歌）を読解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西行は数多くの人事詠（恋歌・雑歌）を詠んだ。その中から、新古今和歌集に収められた歌で、かつ西行自身が二編の自歌合（じ

かあわせ）に選び入れた自信作を取り上げて、輪読形式で読解する。合わせて、自歌合の判者、藤原俊成、藤原定家の和歌観

についても考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 西行の和歌について 

2. 恋の歌を読解する（１） 

3. 恋の歌を読解する（２） 

4. 恋の歌を読解する（３） 

5. 恋の歌を読解する（４） 

6. 恋の歌を読解する（５） 

7. 恋の歌を読解する（６） 

8. 振り返り（１） 

9. 雑の歌を読解する（１） 

10. 雑の歌を読解する（２） 

11. 雑の歌を読解する（３） 

12. 雑の歌を読解する（４） 

13. 雑の歌を読解する（５） 

14. 振り返り（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

西行についての論文・評論（授業中に紹介する）などに、日ごろから親しむことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表ならびに討議への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT111／演習 Ｅ１１ 

(Seminars E11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『昼夜用心記』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子の読解を通して、近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、当時の文化や風俗についての理解を

深めることが目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

詐欺譚を集めた浮世草子『昼夜用心記』（北条団水作、宝永４年（１７０７）刊）を輪読形式で精読します。毎回発表担当者を決め

て、発表と質疑を行います。発表者は、本文を翻刻して語釈を施し，典拠や当時の文化風俗・法制度等の調査を行います。西鶴

浮世草子をはじめとする他作品との関係についての検討も必要となります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT112／演習 Ｅ１２ 

(Seminars E12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『昼夜用心記』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子の読解を通して、近世文学の特徴を把握し、研究の方法を身につけるとともに、当時の文化や風俗についての理解を

深めることが目標です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

詐欺譚を集めた浮世草子『昼夜用心記』（北条団水作、宝永４年（１７０７）刊）を輪読形式で精読します。毎回発表担当者を決め

て、発表と質疑を行います。発表者は、本文を翻刻して語釈を施し，典拠や当時の文化風俗・法制度等の調査を行います。西鶴

浮世草子をはじめとする他作品との関係についての検討も必要となります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学研究の方法について（資料の集め方、調査分析の方法など）－講義 

3. 学生発表（１） 

4. 学生発表（２） 

5. 学生発表（３） 

6. 学生発表（４） 

7. 学生発表（５） 

8. 学生発表（６） 

9. 学生発表（７） 

10. 学生発表（８） 

11. 学生発表（９） 

12. 学生発表（１０） 

13. 学生発表（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。学生発表では毎回受講者による質疑応答を行うので、事前に全員必ず作品を読んできてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT113／演習 Ｅ１３ 

(Seminars E13) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに、日本文学・文化への影響について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 鶴に変じて千年後の故郷を訪ねた話 

2. 誤って墜ちた穴の中から仙薬を飲んで帰還した話 

3. 山穴から持ち帰った異界の袋を開けてしまった話 

4. 踊る巨人を追いかけて異界に行った話 

5. 不思議な谷の中で桃源郷を見た来た話 

6. 迷い込んだ石倉で不老不死の霊薬を見つけた話 

7. 人の顔に猿の体で一本足をした妖怪の話 

8. 二つの頭をした巨人に追われた女の話 

9. 人の姿に変化した蜘蛛の話 

10. 谷川に棲む悪鬼を退治した話 

11. 高悝の家に現れた妖怪の話 

12. 蜜蜂が盗賊を退治した話 

13. 白馬の尿で病気を治した奇人の話 

14. 体から心魂が抜け出た話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストと参考資料は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT114／演習 Ｅ１４ 

(Seminars E14) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『捜神後記』を読むー仙人と幽鬼、妖怪の世界ー 

担当者名 

（Instructor） 
金 英順(KIM YOUNGSOON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国古典小説を訓読によって読み、漢文訓読の力を養うとともに、日本文学・文化への影響について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『捜神後記』は、干寶『捜神記』の後を受けて撰集された六朝時代（三世紀～六世紀）の志怪小説集で、『続捜神記』とも称される。

現存本（『津逮秘書』収録本）『捜神後記』十巻には神仙や幽鬼、妖怪などをめぐる異聞・説話を中心とする合計一一六話の怪異

奇談が収められている。また、これらの怪異奇談の中には、日本の『日本霊異記』『今昔物語集』などにみえる説話と類似する怪

談が多く、『捜神記』に続く『捜神後記』の日本文学への影響が考えられている。 

授業では、一話ずつ担当を決めて発表を行ってもらう。発表者は事前に担当話の訓読・語釈・解釈・関連資料を調べ、準備したレ

ジュメで報告し、質疑・討議をする。ただ、予備知識なしに直ぐに漢文古典小説を読んで発表するのは大変なので、漢文を訓読す

るのはどういうところに気を付けなければならないのか、また、漢語の調べ方や解釈の方法などについて説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 死んで十日後に生き返った人の話 

2. スッポンに変じた男の話 

3. 葬式に斧を持って現れた幽鬼の話 

4. 幽鬼から病気に効く毒丸薬をもらった話 

5. 網を張って人を捕る幽鬼の話 

6. 巨人に連れ去られた男の話 

7. 死体の両目が動き続いた話 

8. 幽霊が殺された恨みを訴えた話 

9. 虎が人と馬に姿を変じた話 

10. 食べ物を盗んだ蛟の話 

11. 猟師に殺された蛇の復讐の話 

12. 馬に乗って現れた幽鬼の話 

13. 幽鬼の群れを鎮めた僧侶の話 

14. 墓の中で二百年を眠っていた人の話 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

漢文訓読の返り点（一・二点、レ点など）を学習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表内容(40%)/毎回のコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 2012、『捜神記・捜神後記』、上海古籍出版社 

2. 1972、『和刻本漢籍隨筆集』、汲古書院 

テキストと参考資料は授業で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐野誠子、2005、『中国古典小説選２』、明治書院 

2. 前野直彬、1987、『幽明録・遊仙窟他』、平凡社 

3. 前野直彬、1971、『六朝・唐・宋小説選』、平凡社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT115／演習 Ｅ１５ 

(Seminars E15) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新聞の日本語学的分析 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実際の言語活動に触れながら日本語学の基礎的知識を定着させるとともに、新聞メディアの特性を日本語学的立場から把握す

ることを目標とする。その中で、文学研究や語学研究で新聞を用いる際に、単に記事を引用するだけではなく、そこに潜む言語事

象や編集の思惑をも考察できる力の涵養を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教材となる新聞について分担を決め、「新聞見出しの構造」「記事に見られる略語」「翻訳とジェンダー」その他諸事象について、

音韻・表記・文法・語彙・方言その他の日本語学的な視点を用いて演習形式で読み解いていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新聞概説及び課題の確認 

2. 発表見本及び発表者の決定 

3. 担当者による発表と討議（１） 

4. 担当者による発表と討議（２） 

5. 担当者による発表と討議（３） 

6. 担当者による発表と討議（４） 

7. 担当者による発表と討議（５） 

8. 担当者による発表と討議（６） 

9. 担当者による発表と討議（７） 

10. 担当者による発表と討議（８） 

11. 担当者による発表と討議（９） 

12. 担当者による発表と討議（１０） 

13. 担当者による発表と討議（１１） 

14. 担当者による発表と討議（１２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材となる新聞を熟読しつつ、日本語学の諸分野について概論で学んだ基礎知識を復習しておくこと。なお、各回で指摘された

内容については、次回以降の発表者は踏まえていることが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者は、初回授業日に指定する新聞をテキストとして一部購入すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 松林薫、2016、『新聞の正しい読み方 情報のプロはこう読んでいる!』、NTT出版 (ISBN:978-4-7571-0363-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT116／演習 Ｅ１６ 

(Seminars E16) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『豆腐百珍』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

規範的な仮名遣いや古典文法とは異なる近世資料を解読し、オノマトペや副詞の使い方等にも注目しながら、日常生活に密着し

た日本語の歴史について資料的特性を踏まえて考察できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学的な視点を用いて、近世に書かれた料理本を演習形式で読み解いていく。例えば、現代でも「胡椒少々」「大さじ一杯」

「三杯酢」「そぎ切り」「じっくりことこと煮込む」といった「レシピ用語」が存在しているが、それはどのように確立されてきたのか？と

いったことを、料理文化が隆盛した江戸時代に源流を求めて調査する。また、現代人が多用する「欧米流」の調理器具や食材が

ほとんど無い中で、江戸の人々が果たしてどのような工夫を表現していたのか、といった点にも思いをはせつつ、様々な資料を駆

使して実態に迫っていくものである。なお、本書は記述がシンプルであるがゆえに、語句語法の検討が内容の解読に大きく関わ

る。担当者は、木版本画像の崩し字を解読した上で、語句や文意の考察をして現代語訳を作り、さらに文字や仮名遣い、語彙、

文法といった日本語学的観点からの考察を深めて発表することになる。文字の判別は平易な部類に入るので、内容についての

批判的検討を求めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 資料概説及び課題の確認 

2. 発表見本及び発表者の決定 

3. 担当者による発表と討議（１） 

4. 担当者による発表と討議（２） 

5. 担当者による発表と討議（３） 

6. 担当者による発表と討議（４） 

7. 担当者による発表と討議（５） 

8. 担当者による発表と討議（６） 

9. 担当者による発表と討議（７） 

10. 担当者による発表と討議（８） 

11. 担当者による発表と討議（９） 

12. 担当者による発表と討議（１０） 

13. 担当者による発表と討議（１１） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者以外の受講生は、崩し字を解読した上で、料理について想像を大きく膨らませつつ日本語学的にポイントとなりそうな個所

を明確にして臨むこと。その際、日本語学概論で学んだ知識を復習しておくこと。なお、各回で指摘された内容は、次回以降には

踏まえていることが前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/討議への参加状況(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者は、国会図書館デジタルコレクション（http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2536494）から画像を全 44 コマについて印刷してく

ること（白黒でもよいが、１コマにつき A4 用紙１枚が望ましい）。国会図書館デジタルコレクションの当該ページで「印刷する」から

「全て（最大 50 コマまで）」を選ぶと、１つの PDF ファイルをダウンロードすることができる。 

 

参考文献（Readings） 

1. 福田浩、杉本伸子、松藤庄平、2008、『豆腐百珍』、新潮社 (ISBN:9784106021671) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT117／演習 Ｅ１７ 

(Seminars E17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学を日本語学習（文法・読解）教材として分析する 

担当者名 

（Instructor） 
阿久津 智(AKUTSU SATORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の文章を文法的に分析する方法を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

夏目漱石の『三四郎』を日本語学習者（とくに外国人留学生）に対する文法・読解教材として分析する（文学作品としてではなく、

日本語テキストとして扱う）。たとえば、冒頭の「うとうととして眼が覚めると女は何時の間にか、隣の爺さんと話を始めている。」と

いう文は、日本語学習者にとって必ずしもわかりやすくはないと思われるが（だいたいこの文の主語は何なのだろうか）、どのよう

な構造になっているのだろうか（どのように図解できるだろうか）。この授業では、一つ一つの文について詳しく分析して発表しても

らう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと進め方について講義する 

2. 言語分析の方法について講義する 

3. 受講者による発表および討議(1） 

4. 受講者による発表および討議(2） 

5. 受講者による発表および討議(3） 

6. 受講者による発表および討議(4） 

7. 受講者による発表および討議(5） 

8. 受講者による発表および討議(6） 

9. 受講者による発表および討議(7） 

10. 受講者による発表および討議(8） 

11. 受講者による発表および討議(9） 

12. 受講者による発表および討議(10） 

13. 受講者による発表および討議(11） 

14. 受講者による発表および討議(12） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

（授業前）発表担当予定者は、テキストの当該箇所の語彙や文法について、調べたり考えたりして、発表の準備をし、配付資料を

用意しておく。ほかの受講者は、テキストの当該箇所を精読し、疑問点を整理しておく。 

（授業後）授業中に問題になった点などについて、整理したり調べたりして、理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(資料・内容）(40%)/授業への参加状況(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 夏目漱石、1990、『三四郎』（岩波文庫・改訂版）、岩波書店 (ISBN:4003101065) 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也・山本真吾編著、2015、『文章と文体（日本語ライブラリー）』、朝倉書店 (ISBN:4254516142) 

2. 今野真二、2012、『百年前の日本語（岩波新書）』、岩波書店 (ISBN:4004313856) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT118／演習 Ｅ１８ 

(Seminars E18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
院政期言語の研究ー今昔物語集を読むー 

担当者名 

（Instructor） 
山本 真吾(YAMAMOTO SHINGO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１，院政期言語を対象として、文字・表記、文法、語彙、音韻、文体等、多角的に考察する方法を習得する。 

２，古典解釈の基礎を習得する。 

３，院政期の言語文化を、当時の宗教、生活、社会との関係で見つめる視点を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

鈴鹿本今昔物語集を対象文献として、各自１話（受講の人数によってはその一部）を担当する。自身の関心に従って、語彙、語

法、文字・表記等の問題点を整理し、古語の意味を調べ、歴史的考証なども踏まえつつ、通釈へと至る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業のねらいと発表準備のためのガイダンス 

2. サンプル発表（巻第 27 第１話を例に） 

3. 今昔物語集概説 

4. 今昔物語集の文体構造 

5. 巻第 27 第２話の発表と質疑応答 

6. 巻第 27 第３話の発表と質疑応答 

7. 巻第 27 第４話の発表と質疑応答 

8. 巻第 27 第５話の発表と質疑応答 

9. 巻第 27 第６話の発表と質疑応答 

10. 巻第 27 第７話の発表と質疑応答 

11. 巻第 27 第８話の発表と質疑応答 

12. 巻第 27 第９話の発表と質疑応答 

13. 巻第 27第 10 話の発表と質疑応答 

14. 巻第 27第 11 話の発表と質疑応答及び総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

古写本の影印を解読し、多くの文献資料を丹念に調査して発表することが求められる。授業で扱う範囲の難読の文字については

授業中紹介する参考文献などで事前に調べておき、口語訳や文法事項の問題点を抜き出しておくこと。 

授業後に問題となった言語事象について調べ復習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表資料の作成(40%)/口頭発表の内容(30%)/質疑応答の積極性(30%) 

履修人数過多の場合には口頭発表を指名回答に替える。その場合、授業中指名された者が予習を怠ったために適切に回答で

きなかったときと欠席して回答しなかったとき（やむを得ないと教員が判断した欠席を除く）には１回の指名につき、40 点を失うこと

になる。 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。プリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/exhibit/konjaku/kj_top.html を適宜参照すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT119／演習 Ｅ１９ 

(Seminars E19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー、セクシュアリティで読む日本近代文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「恋愛」「性」「家族」「異性愛／脱異性愛」など、歴史とともに成立し変容した概念を文学に即して検証しつつ、近代の長編小説を

精読する。語りとイメージをていねいに読みつつ、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究の初歩を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主要な参考文献を繙読したのち、学生の研究発表とディスカッションを主体に授業を進める。前半では夏目漱石「道草」をとりあ

げる。後半では谷崎潤一郎「卍」をとりあげる。語りとイメージの分析に加えて、ジェンダー研究、セクシュアリティ研究のキーワー

ドを適宜設定し、その考察も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション１ 

2. オリエンテーション２ 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 研究発表８ 

11. 研究発表９ 

12. 研究発表１０ 

13. 研究発表１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定されたテクストを読む。 

リアクションペーパーの執筆。 

発表準備、調査、レジュメ作成。 

レポート作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席、ディスカッションでの発信、リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 夏目漱石、『道草』、新潮文庫 (ISBN:4101010145) 

2. 谷崎潤一郎、『卍』、岩波文庫 (ISBN:4003105540) 

「道草」「卍」について、発表者は一度は全集をみてください。文庫は流布本ですので版元は他の出版社のものでも構いません。 

 

参考文献（Readings） 

1. 野網摩利子、『夏目漱石の時間の創出』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

川崎賢子が運営に携わっている共同研究、２０世紀メディア研究所のサイトです。http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT120／演習 Ｅ２０ 

(Seminars E20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー、セクシュアリティで読む日本近現代文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦後、「近代家族」が大衆化する社会で発表された小説について「家族」「夫婦」「親子」「性」「越境」などをキーワー

ドに精読する。文芸批評におけるジェンダー、セクシュアリティの研究方法を身につける 

 

授業の内容（Course Contents） 

文芸批評の重要な文献を購読する。長編小説を様々な角度から精読して分析する。学生の発表、ディスカッションを主に進める。

島尾敏雄「死の棘」を前半で、後半には「脱異性愛」の現代小説として多和田葉子を取り上げる予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション１ 

2. オリエンテーション２ 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 研究発表８ 

11. 研究発表９ 

12. 研究発表１０ 

13. 研究発表１１ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定テクストを読む。 

リアクションペーパーを書く。 

発表準備、調査、レジュメ作成。 

レポート執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席、発言、リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 島尾敏雄、『死の棘』、新潮文庫 (ISBN:4101164037) 

2. 多和田葉子、『献灯使』、講談社文庫 (ISBN:406293728X) 

 

参考文献（Readings） 

1. 島尾敏雄、『夢の中での日常』、講談社文芸文庫 

2. 島尾敏雄、『出発は遂に訪れず』、新潮文庫 

3. 島尾敏雄、『島の果て』、集英社文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

２０世紀のメディアについて検閲、戦争、植民地、占領などをキーワードに共同研究を重ねているサイトです。川崎賢子も運営に

携わっています。http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■AT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT121／演習 Ｅ２１ 

(Seminars E21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろげ、

卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大正期の文学は、主題（モチーフ）や表現の面では現代の小説ときわめて近い面があり、現代の読者が直接的な共感を寄せるこ

とのできる作品が多いにもかかわらず、その一方で、現代人の感覚や価値観とかなり掛け離れた面を示す場合があります。恋愛

（男女関係）や結婚、家族関係をめぐる主題は、今日的な考え方の源流と言える面が強いと同時に、今日的な発想からは容易に

理解できない面を示す領域の代表と言えるでしょう。この授業では、男女関係や恋愛・性・結婚、家族関係をモチーフにした大正

期の短編小説を素材にして、文学作品を共感的な回路とは異なるルートで対象化する手法を学びながら、日本近代文学の内容

的な特質の理解を目指します。素材とする作品については、この時期の代表的な作家の作品からマイナーな作家の作品までバ

ラエティを考慮して選択します（演習 E２２とは異なる作品を扱います）。 

はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り方、

４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議をして行

きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求められ

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT122／演習 Ｅ２２ 

(Seminars E22) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろげ、

卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大正期の文学は、主題（モチーフ）や表現の面では現代の小説ときわめて近い面があり、現代の読者が直接的な共感を寄せるこ

とのできる作品が多いにもかかわらず、その一方で、現代人の感覚や価値観とかなり掛け離れた面を示す場合があります。恋愛

（男女関係）や結婚、家族関係をめぐる主題は、今日的な考え方の源流と言える面が強いと同時に、今日的な発想からは容易に

理解できない面を示す領域の代表と言えるでしょう。この授業では、男女関係や恋愛・性・結婚、家族関係をモチーフにした大正

期の短編小説を素材にして、文学作品を共感的な回路とは異なるルートで対象化する手法を学びながら、日本近代文学の内容

的な特質の理解を目指します。素材とする作品については、この時期の代表的な作家の作品からマイナーな作家の作品までバ

ラエティを考慮して選択します（演習 E２１とは異なる作品を扱います）。 

はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り方、

４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議をして行

きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参加者は準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求められ

ます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で扱う作品本文については授業の中で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT123／演習 Ｅ２３ 

(Seminars E23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２４とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら

れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT124／演習 Ｅ２４ 

(Seminars E24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
明治後期の短編小説を読んでみよう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治後期の文学作品を読むことを通して、近代日本文学の内容的特質を理解すると同時に、文学作品を考察する間口をひろ

げ、卒業論文レベルの文学研究に対応できるスキルを身につけることを目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期の文学作品は、今日では、背景となる文化や社会に関する知識や当時の文学的主題のあり方についての情報なしには

理解しにくいものになっています。とはいえ、この時代の文学作品は確実に今日の文学状況に繋がるものであり、日本近代文学

の成立期について知ることは現代文学の研究の不可欠の土台といえます。この演習では、明治後期の代表的な短編小説を素材

として、文学作品を歴史的な研究対象として扱う手法を学びながら、日本近代文学の内容的な特質の理解を目指します。（演習 E

２３とは異なる作品を扱います）。 

 はじめに、授業での報告の準備について、１ 文献・資料の検索・収集方法、２ 発表内容の構成の仕方、３ 発表資料の作り

方、４ 口頭発表のやり方等の項目に従って説明します。次に、文学作品を受講者で分担し、受講者の報告に基づいて討議して

行きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 報告の準備についての説明１ 

3. 報告の準備についての説明２ 

4. 報告の準備についての説明３ 

5. 参加者による報告と討議１ 

6. 参加者による報告と討議２ 

7. 参加者による報告と討議３ 

8. 参加者による報告と討議４ 

9. 参加者による報告と討議５ 

10. 参加者による報告と討議６ 

11. 参加者による報告と討議７ 

12. 参加者による報告と討議８ 

13. 参加者による報告と討議９ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者には準備についての説明を踏まえて報告を準備することと、他の参加者による報告へのコメントを準備することが求めら

れます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告の内容(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紅野敏郎他編、2013、『日本近代短篇小説選 明治篇２』、岩波書店 (ISBN:978-4-00-311912-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT125／演習 Ｅ２５ 

(Seminars E25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が 

自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文を執筆してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。なお、ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもらいたいし、そうした主体性をもたない学生に

は受講してもらいたくない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT126／演習 Ｅ２６ 

(Seminars E26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究論文を執筆するための実践演習（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストを読み解くための方法を学び文学研究に必要な知識と技能を学ぶとともに、卒業論文を執筆できる水準の文章表現能力

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習は研究小論文、卒業論文予備論文、卒業論文などを執筆する学生を対象とする。授業は学生による発表と議論を中心に

進行し、教員と TAがそれをサポートする。テキストは学生が 

自らの関心に基づいて選択し、そのテキストに関するレポート、論文を執筆してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 資料の調べ方 

3. レジュメの書き方 

4. 発表１ 

5. 発表２ 

6. 発表３ 

7. 発表４ 

8. 発表５ 

9. 発表６ 

10. 発表７ 

11. 発表８ 

12. 発表９ 

13. 発表１０ 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者は担当となる章の内容を深く理解し、要点をまとめたレジュメを用意する。演習の参加者はテキストを精読して演習に臨む

こと。なお、ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもらいたいし、そうした主体性をもたない学生に

は受講してもらいたくない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT127／演習 Ｅ２７ 

(Seminars E27) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を読む（1） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT128／演習 Ｅ２８ 

(Seminars E28) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
短篇小説を読む（2） 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキストの解釈・分析を通して、そこに描かれる人間、および、社会・風俗・文化の諸相を考察するとともに、テキストが投げかけ

ている問題を自らの言葉で編成し直す能力を鍛える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自（またはグループ）での発表と議論によるゼミ形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、45 分程度の発表を行っ

たあと、その内容をめぐる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 模擬発表 1 

3. 模擬発表 2 

4. 発表 1 

5. 発表 2 

6. 発表 3 

7. 発表 4 

8. 発表 5 

9. 発表 6 

10. 発表 7 

11. 発表 8 

12. 発表 9 

13. 発表 10 

14. 予備日 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表のレジュメに関しては、（1）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（2）テキスト内の語彙に関する注釈、（3）

問題編成、（4）テキストの分析と考察、（5）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、自分

の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開してもら

いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/議論への参加(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT129 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT129／演習 Ｅ２９ 

(Seminars E29) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国木田独歩の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
木戸 雄一(KIDO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近代小説を分析するための基本的な方法を身につける。 

テクストの細部の分析と、全体の分析とを、有機的に関連づけながら読解する技術を身につける。 

作品発表時の社会的・文化的文脈と関連づけて読解する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国木田独歩の小説を読む。発表者（もしくは発表グループ）は、（１）同時代評と先行研究の整理・（２）分析の観点の提示・（３）読

解と同時代の文脈・（４）結論、の順でレジュメを作成し、発表する。できうる限り精緻な読解をこころがけること。 

参加者は各自発表前に作成した読解メモに、発表後のコメントを追加し、それをもとに各グループ内で議論し、その後、全体の質

疑応答に入る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表の方法１ 

3. 発表の方法２ 

4. 鹿狩 

5. 少年の悲哀 

6. 源叔父 

7. 春の鳥 

8. 窮死 

9. 酒中日記 

10. 運命論者 

11. 竹の木戸 

12. 武蔵野 

13. 牛肉と馬鈴薯 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題作品は必ず読了して出席すること。 

事前に指定の用紙で読解メモを作成しておくこと。これは授業中にさらにコメントを足し、授業終了時に提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/コメントペーパー(25%)/質疑応答(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 国木田独歩、1949、『武蔵野』、新潮社 (ISBN:978-4101035017) 

2. 国木田独歩、1970、『牛肉と馬鈴薯・酒中日記』、新潮社 (ISBN:978-4101035024) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT130／演習 Ｅ３０ 

(Seminars E30) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
一九〇〇年前後の日本の近代小説を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
木戸 雄一(KIDO YUICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近代小説を分析するための基本的な方法を身につける。 

テクストの細部の分析と、全体の分析とを有機的に関連づけながら読解する技術を身につける。 

作品発表時の社会的・文化的文脈と関連づけて読解する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一九〇〇年前後の小説を読む。作家は泉鏡花・広津柳浪・樋口一葉・田山花袋・永井荷風である。発表者（もしくは発表グルー

プ）は、（１）同時代評と先行研究の整理・（２）分析の観点の提示・（３）読解と同時代の文脈・（４）結論、の順でレジュメを作成し、

発表する。できうる限り精緻な読解をこころがけること。 

参加者は各自発表前に作成した読解メモに、発表後のコメントを追加し、それをもとに各グループ内で議論し、その後、全体の質

疑応答に入る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 発表の方法１ 

3. 発表の方法２ 

4. 外科室（泉鏡花） 

5. 琵琶伝（泉鏡花） 

6. 海城発電（泉鏡花） 

7. 変目伝（広津柳浪） 

8. 今戸心中（広津柳浪） 

9. 雨（広津柳浪） 

10. にごりえ（樋口一葉） 

11. 十三夜（樋口一葉） 

12. 重右衛門の最後（田山花袋） 

13. 地獄の花（永井荷風） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

課題作品は必ず読了して出席すること。 

事前に指定の用紙で読解メモを作成しておくこと。これは授業中にさらにコメントを足し、授業終了時に提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/コメントペーパー(25%)/質疑応答(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 泉鏡花、1991、『外科室』・『海城発電』 他 5 篇、岩波書店 (ISBN:978-4003127124) 

2. 広津柳浪、1991、『今戸心中―』他二篇、岩波書店 (ISBN:978-4003100813) 

3. 樋口一葉、2003、『にごりえ』・『たけくらべ』、新潮文庫 (ISBN:978-4101016016) 

4. 田山花袋、1952、『蒲団』・『重右衛門の最後』、新潮文庫 (ISBN:978-4101079011) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT131／演習 Ｅ３１ 

(Seminars E31) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代詩を読む／谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りん 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

谷川俊太郎・茨木のり子・石垣りんの詩を読み解く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

詩「朝のリレー」や「スイミー」の翻訳で知られる谷川俊太郎は、第二次世界大戦後、三好達治の紹介によって『文学界』にてデビ

ューします。1952 年、『二十億光年の孤独』を刊行し、戦後の新人として注目されました。その後も様々な試みを行い、自由奔放

ともいえる展開を見せていきました。そんな谷川俊太郎の詩の世界を、学んでいきたいと思います。  

また、授業の後半では、茨木のり子・石垣りんの詩を扱います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩の読解方法について１ 

3. 詩の読解方法について２ 

4. 詩人 谷川俊太郎の発言について 

5. 初期作品『二十億光年の孤独』の「新しさ」 

6. 初期作品『二十億光年の孤独』の宇宙と私 

7.  『ことばあそびうた』の世界を鑑賞する 

8. 『ことばあそびうた』の世界の可能性 

9. 『夜中に台所でぼくはきみに話しかけたかった』 詩人の苦悩からの試み 

10. 『はだか』―子どもの目から見たうようよする世界 

11. 茨木のり子「私が一番きれいだったとき」を中心に 

12. 茨木のり子「こわがらない」を中心に 

13. 石垣りん「私の前にある鍋とお釜と燃える火と」を中心に 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習 演習の対象となる作品について先行研究を調査し、その上で自らの読みを作成し、レジュメを作成する。 

復習 演習で出された質問に対して、フォローのレジュメを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT132／演習 Ｅ３２ 

(Seminars E32) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
宮沢賢治の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
大島 丈志(OSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の詩人宮沢賢治の詩を読み解きます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

宮沢賢治の詩は、教科書に掲載され、アニメや漫画でも多用されます。ただ、広まっている詩は一部の詩にすぎず、より多様で豊

かな詩の世界があります。この宮沢賢治の詩の世界を読み解いていきます。その際には、詩集『春と修羅』第一～三集だけでは

なく、「〔雨ニモマケズ〕」「童謡」「歌曲」も扱っていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・アンケート 

2. 詩人 宮沢賢治についての講義／宮沢賢治の詩のサブカルチャーでの受容（伊坂幸太郎『魔王』・土田世紀『編集王』など） 

3. 詩の読解方法についての講義 

4. 「〔雨ニモマケズ〕」についての講義 

5. 恋・・・・・・「恋と熱病」・「春と修羅（mental sketch modified）」を中心に（『春と修羅』第一集） 

6. 蟲や雲・・・・・・「蠕虫舞手」（アンネリダタンツエーリン）・「雲の信号」を中心に（『春と修羅』第一集） 

7. 彷徨・・・・・・「小岩井農場」を中心に（『春と修羅』第一集） 

8. 舞・・・・・・「原体剣舞連（mental sketch modified）」を中心に（『春と修羅』第一集） 

9. 離別・・・・・・「永訣の朝」を中心に（『春と修羅』第一集） 

10. 離別・・・・・・「住居」「告別」を中心に（『春と修羅』第二集）・「生徒諸君に寄せる」（詩ノート）  

11. 春・・・・・・「春」「春の雲に関するあいまいなる議論 」を中心に（『春と修羅』第三集） 

12. 農・・・・・・「〔盗まれた白菜の根へ〕」「〔同心町の夜あけがた〕」「和風は河谷いっぱいに吹く」「〔何をやっても間に合はな

い〕 」を中心に（『春と修羅』第三集）  

13. 歌曲・・・・・・「星めぐりの歌」「ポラーノの広場のうた」を中心に 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習……演習のための資料作り。先行研究の調査・詩の読解。 

復習……演習中に出された質問に対するフォローの作成。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習発表(60%)/演習フォロー(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT201／日本文学講読 １ 

(Reading in Japanese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「古代人物誌」をめぐって説話・伝承の視座からアプローチすることで，実像に根ざした実証学とは次元を異にする「人物イメー

ジの文学史」の構築をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 テーマは「古代人物誌～説話・伝承でたどる虚像（人物イメージ）の文学史」。 

 

 本講では，説話・伝承の視座から，古代に活躍した人物像（ヒーロー・ヒロイン）の形象と展開を読み解いてゆく。人はみな生き

ていた時代だけでなく，没してもなお永遠の時を生き続ける。とりわけて「古代人物」は，実像と虚像が相互に交錯しつつ後代の

文化環境の中でたえずイメージを更新させてきた。ひとりの「古代人物」が，同時代はもとより中世・近世・近代そして現代にいた

るまで，どのようにイメージされ評価されてきたか。虚像（人物イメージの形成と変容）の諸相をたどりおこしながら，古典の中で形

象化された「虚像（人物イメージ）の文学史」の構築をめざす。 

 各講はオムニバス形式により，特定の人物に焦点を当てて進める。「古代人物誌」のうちに見え隠れする人物像とその記憶の

軌跡をさぐりあてる試みである。 

 なお，以下の「授業計画」は暫定的にリスト化したものであり，適宜リクエストにも対応してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス―「古代人物誌」から「虚像（人物イメージ）の文学史」へのアプローチ 

2. 古代超人伝説Ⅰ：「聖徳太子」～実在／非在論争のゆくたて 

3. 古代超人伝説Ⅱ：｢安倍晴明｣～ミスター陰陽師の幻影 

4. 古代超人伝説Ⅲ：「藤原鎌足」～大化改新の英雄から破裂する神へ 

5. 奇才伝説の系譜Ⅰ：「吉備真備」～入唐した文人 

6. 奇才伝説の系譜Ⅱ：「小野篁」～入唐しなかった文人 

7. 奇才伝説の系譜Ⅲ：「菅原道真」～〝連鎖〟する古代文人伝 

8. 平安文芸世界の群像Ⅰ：「在原業平」～物語世界に生き続ける歌人 

9. 平安文芸世界の群像Ⅱ：「紫式部」「清少納言」～才女列伝の系譜 

10. 平安文芸世界の群像Ⅲ：「小野小町」～美女伝説の諸相と展開 

11. 異国に渡った英雄たち：「源為朝(琉球)」「源義経(蒙古)」～建国神話の主人公へのみち 

12. 番外編：「水戸黄門」～「名君」伝説ができるまで 

13. 余説編：上記以外の人物誌（リクエスト対応） 

14. 「古代人物誌」研究の総括／「最終レポート」の作成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリント・参考文献を活用して，特定の人物に焦点化した「最終レポート」をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席参加度(30%)/受講レビュー(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各講プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

『日本架空伝承人名事典』（平凡社），『人物伝承事典』（東京堂出版），ほか人物ごとに適宜紹介する（「最終レポート」作成に活

用）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT202／日本文学講読 ２ 

(Reading in Japanese Literature 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代 

担当者名 

（Instructor） 
大津 直子(OTSU NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

准拠論から『源氏物語』を読む 

 

授業の内容（Course Contents） 

「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけ

り。」 

――あまりに有名な『源氏物語』の冒頭です。この冒頭には、作品が成立した当時の読者を強く惹き付けたであろうある〈仕掛け〉

が施されています。本講座では原文に施された巧みなからくりを解き明かしながら、「桐壺」巻を通読します。 

 千年の時間が隔たった平安朝文化は、現代人にとっては異文化であると言って良いほど馴染みがありません。そのため、講座

の中では貴族たちの生活世界をイメージしていただけるように画像資料を用います。桐壺の更衣や藤壺の過ごした宮中、光源氏

の暮らした二条院を、心の中に思い描きながら原文を味わってもらえるよう努めます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. この授業に関する説明、注意事項の確認。  

2. 光源氏誕生前史――桐壺更衣へのおぼえまばゆし  

3. 更衣に御子（のちの光源氏）誕生    

4. 若宮（のちの光源氏）三歳になる    

5. 更衣の死  

6. 更衣の葬送 若宮、宮中を退出する  

7. 帝、更衣を哀傷する――悲しみの秋   

8. 靫負命婦、更衣の実家を訪問   

9. 命婦宮中に帰参――帝の悲しみは深まる   

10. 若宮参内、卓抜した才能を示す  

11. 高麗人の観相――若宮、臣籍に降下し、源氏となる   

12. 藤壺登場   

13. 光源氏の元服――左大臣家の婿となる   

14. 終生のライバルとの出会い、藤壺への思慕   

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 テキストの現代語訳を読んで物語の場面の文脈を理解しておきましょう。もう少し詳しく学びたい人は、ジャパンナレッジ版新編

日本古典文学全集で引用されている場面を検索し、頭注や他の巻のあらすじにまで目を通しておくと良いでしょう。  

 詳しくは、授業初回でレクチャーします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 紫式部／玉上琢彌、『源氏物語―付現代語訳』 (第 1 巻) (角川ソフィア文庫)、角川書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 川村裕子、『誰も書かなかった清少納言と平安貴族の謎』、KADOKAWA 

2. 林田孝和他、『源氏物語事典』、大和書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

笠間書院のブログ（http://kasamashoin.jp/） 

文学、隣接諸学に関する様々な情報を発信してくれるウェブサイトです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT203／日本文学講読 ３ 

(Reading in Japanese Literature 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『平家物語』のなかから著名な場面を取りあげて精読し，日本中世に生み出された軍記物語の特質について理解する．あわせ

て，中世の散文文学を読み解くためのさまざまな視座や方法についての理解を深める． 

 

授業の内容（Course Contents） 

『平家物語』はいくさが続く時代に生きた人間たちの姿を描き出した物語である．この授業では，中世の軍記物語を代表する『平

家物語』に描かれる人間関係のありさまに着目し，いくつかの場面を選んで順次精読していく（今期は平家一門の人々に関する

話題を扱う）．歴史史料との対照，異本の比較などをおこない，他の物語・説話などとの関係も視野に入れながら，『平家物語』が

長く読み継がれてきたことの意味を問い直す． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『平家物語』概説 

2. 平清盛と祇王――巻第一「祇王」 

3. 平清盛と源頼朝――巻第六「入道死去」 

4. 平重盛と平清盛――巻第一「殿下乗合」 

5. 平宗盛とその家族――巻第十一「大臣殿斬られ」 

6. 平知盛と平宗盛――巻第十一「鶏合 壇浦合戦」 

7. 平重衡と平清盛――巻第六「奈良炎上」 

8. 中間まとめ 

9. 建礼門院と安徳天皇・二位尼――巻第十一「先帝身投」 

10. 平維盛と六代――巻第十二「六代斬られ」 

11. 平頼盛と平清盛・宗盛――巻第七「一門都落」 

12. 平敦盛と熊谷直実――巻第九「敦盛最期」 

13. 平教経と源義経――巻第九「能登殿最期」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回で扱う章段を事前に下読みし，疑問点などを整理してくること． 

履修を機に，『平家物語』を通読することをすすめる． 

「中間まとめ」の回には最終レポートに向けた課題設定や執筆要領などを示す． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間レポート(30%)/各回のコメントの内容(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

欠席・遅刻が続く場合は評価対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する． 

 

参考文献（Readings） 

1. 日下力・鈴木彰・出口久徳、2005、『平家物語を知る事典』、東京堂出版 (ISBN:ISBN9784490106640) 

2. 大津雄一他編、2010、『平家物語大事典』、東京書籍 (ISBN:ISBN9784487799831) 

その他は授業中に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT204／日本文学講読 ４ 

(Reading in Japanese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世 

担当者名 

（Instructor） 
粂 汐里(KUME SHIORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本中世に生み出された「判官もの」作品の講読を通じて、物語世界における源義経の生涯を学ぶ。あわせて、「判官もの」を主

な演目とした幸若舞曲・説経・古浄瑠璃などの語り物芸能についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「判官もの」とは、源義経を主人公とする物語の総称である。この授業では、主にお伽草子、幸若舞曲、古浄瑠璃として享受され

た「判官もの」作品を、幼少時代、青年時代、晩年の順に、各回、およそ一作品ずつ読み進めてゆく。作品の基礎情報を確認した

上で、絵画、芸能の資料を用いながら重要な場面を精読し、現代の源義経像の源流ともいうべき日本中世の文化環境について

幅広く学習する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス－「判官もの」の世界 

2. 父の死－『鎌田』 

3. 常盤の都落ち－『伏見常盤』 

4. 鞍馬入りする牛若－『常盤問答』 

5. 兵法を学ぶ牛若－『未来記』『天狗の内裏』 

6. 牛若と弁慶－『弁慶物語』 

7. 元服する牛若－『烏帽子折』 

8. 常盤の死－『山中常盤』 

9. 義経と女性－『浄瑠璃御前物語』『みなづる』 

10. 義経と継信・忠信兄弟－『八島』 

11. 兄弟不和－『腰越』 

12. 義経一行の奥州落ち－『義経奥州落絵詞』 

13. 義経の死－『高館』『含状』  

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介した参考文献・配布した資料を活用して中間・最終レポートを執筆すること。各レポートの提出に関する詳細は開講ガ

イダンスおよび授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/各回の出席票を兼ねたコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。プリント資料の整理・管理は各自で徹底すること。 

 

参考文献（Readings） 

1. 徳田和夫編、2002、『お伽草子事典』、東京堂出版 (ISBN:4-490-10609-2) 

2. 福田晃ほか編、2004、『幸若舞曲研究 別巻 事典 総索引』、三弥井書店 (ISBN:4-8382-3129-6) 

その他は授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

プリントを使用した講義形式で、パワーポイントなども適宜活用する。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 913 - 

■AT205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT205／日本文学講読 ５ 

(Reading in Japanese Literature 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

江戸/東京の「場」と「食」の記憶を探る 

 

授業の内容（Course Contents） 

東京オリンピックで日本の文化や歴史に注目が集まっているのに、東京という「場」について知らないのはもったいない！人間一

人一人に性格があるように、東京の町にもそれぞれ特徴があります。また「場」には「食」もつきものなので、一緒に学んでいきた

いと思います。資料として、古典文学や近代文学などを用います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の概要説明 

2. 近代以前の東京 

3. 近代以前の東京 

4. 近代以前の東京 

5. 近代以前の東京 

6. 近代以前の東京 

7. 近代以前の東京 

8. 近代以前の東京 

9. 近代以前の東京 

10. 近代以前の東京 

11. 近代以後の東京 

12. 近代以後の東京 

13. これからの東京 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：配布プリントを読んで事前学習する。 

事後学習：リアクションペーパーで事後学習する。 

宿題：課題レポート等で授業内容の理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安原眞琴、2017、『東京おいしい老舗散歩』、東海教育研究所 (ISBN:4486039106) 

 

参考文献（Readings） 

1. 安原眞琴、2016、『東京の老舗を食べる』、亜紀書房 (ISBN:4750514497) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

安原眞琴公式サイト（http://www.makotooffice.net/) 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 914 - 

■AT206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT206／日本文学講読 ６ 

(Reading in Japanese Literature 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世 

担当者名 

（Instructor） 
高山 大毅(TAKAYAMA DAIKI ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 8 月 23 日付変更 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：丹羽 みさと(NIWA MISATO)→高山 大毅(TAKAYAMA DAIKI ) 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、成績評価方

法・基準、テキスト、参考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

江戸前期の漢文学及び儒学について、具体的な作品を通じて知識を深める。周縁的な扱いを受けることの多い作品を新たな角

度から検討することで、現代の文学観とは異なる「文学」の理解の仕方を学ぶ。作品の制作者と享受者、伝播者といった「文学生

活」を構成する要素に注目した文学研究法を習得する。 

 

【変更以前の記載内容】 

本講義では、井原西鶴作品と、それを翻案した近代作品とを比較し、近代作家の古典解釈や典拠との差異などについて理解を

深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

林羅山に始まる林家の文学は評価が低く、江戸中期の漢詩文隆盛の前史に位置づけられることが一般的である。この授業で

は、彼らの作品が制作・享受された場に注目することで、林家の文学の再評価の方途を探りたい。林家の学風がよく示されてい

る作品（『巵言抄』・「答童難」・『本朝管春録』所収の桜に関する詩文）を中心に取り上げる。 

 

【変更以前の記載内容】 

本講義では、井原西鶴の諸作品を取り上げ、太宰治や真山青果など、近代の翻案作品と丁寧に比較しながら、同一話における

構成の差、着眼点の違い、テーマの変化などを明確にし、それぞれの「新しさ」や「面白さ」を解釈する。 

最終的には典拠作品の持つ魅力と、派生作品の持つ魅力を明確に区別できるようにする。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】「文学」を考える 

【変更以前の記載内容】ガイダンス 

2. 【変更後】江戸漢詩文の基礎知識 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『諸国はなし』 

3. 【変更後】林羅山―人と著作― 

【変更以前の記載内容】太宰治「貧の意地」 

4. 【変更後】儒者の社会的存在様態 

【変更以前の記載内容】真山青果「小判拾壱両」 

5. 【変更後】『巵言抄』の編纂経緯 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『本朝二十不幸』と太宰治「大力」 

6. 【変更後】『巵言抄』の背景 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『懐硯』と太宰治「人魚の海」 

7. 【変更後】林鵞峰―人と著作― 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『武道伝来記』と太宰治「破産」 

8. 【変更後】林鵞峰の講学 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『日本永代蔵』と太宰治「裸川」 

9. 【変更後】林鵞峰の問答体（１）―材源について― 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『武家義理物語』と太宰治「義理」 

10. 【変更後】林鵞峰の問答体（２）―表現技法について― 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『新可笑記』と太宰治「女賊」 

11. 【変更後】林鵞峰の詩（１）―材源について― 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『本朝桜陰比事』と太宰治「赤い太鼓」 

12. 【変更後】林鵞峰の詩（２）―表現技法について 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『世間胸算用』と太宰治「粋人」 
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13. 【変更後】林家の詩文の文学史上の位置づけ 

【変更以前の記載内容】井原西鶴『西鶴置土産』と太宰治「遊興戒」 

14. 【変更後】筆記試験 

【変更以前の記載内容】真山青果「西鶴置土産」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

事前配布した漢文資料を読んでいることを前提に授業を行う回がある。理解できない部分があっても構わないので、漢和辞典を

引きながら内容の把握を試みて欲しい。 

 

【変更以前の記載内容】 

授業で扱う作品については事前に読んでくること。 

特に授業内で小レポートを課すこともあるので、予習の習慣を付けておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパー・授業内の発言(20%) 

【変更以前の記載内容】レポート試験 70%、小テスト及び授業参加度 30% 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】 

プリントを配布する。 

 

【変更以前の記載内容】 

太宰治『お伽草紙・新釈諸国噺』岩波書店(2004) ISBN9784003109069 

 

参考文献（Readings） 

1. 揖斐高、2014、『江戸幕府と儒学者 ―林羅山・鵞峰・鳳岡三代の闘い』、中央公論新社 

2. 井上 敏幸 ・西田 耕三 ・上野 洋三、2001、『元禄文学を学ぶ人のために』、世界思想社 

【変更後】 

上記の通り 

他の参考書については授業で紹介する。 

 

【変更前の記載内容】 

竹野静雄『近代文学と西鶴』新典社（1986 年） 

木村小夜『太宰治 翻案作品論』和泉書院（2001 年） 

この他の参考文献は、授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

受講に当たり、大学受験レベルの漢文の知識は必須となる（返り点が全く分からないといった人は授業を理解するのが困難）。学

力に不安のある人は高校の教科書・参考書などで復習して欲しい。 
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■AT207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT207／日本文学講読 ７ 

(Reading in Japanese Literature 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

俳諧のもつ滑稽さや卑俗さ、自然と人間のかかわり、先行文芸の需要のありさまなどを明らかにし、俳諧の本質や特徴について

把握します。また、初期俳諧の変遷を通史的にとらえることで、近世の日本文化についての理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世に入り爆発的に流行した俳諧は、当時の、そしてその後の日本文化に大きな影響をあたえました。俳諧は、五・七・五（上句）

と七・七（下句）を交互に付けてゆく連歌の形式のなかに、〈俗〉の要素を多分に取り込んだ文芸です。授業では、近世初期の俳諧

のなかから代表的な作品を選び、俳諧を解釈するうえでの重要なポイントについて説明したのち、ことばの連なりのなかに織り込

まれている数々の意味を読み解きます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世初期俳諧史 

3. 俳諧の作法（１） 

4. 俳諧の作法（２） 

5. 貞門俳諧（１） 

6. 貞門俳諧（２） 

7. 談林俳諧（１） 

8. 談林俳諧（２） 

9. 談林俳諧（３） 

10. 元禄俳諧（１） 

11. 元禄俳諧（２） 

12. 蕉風俳諧 

13. 雑俳 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/各回の授業内容へのコメント(30%)/授業内課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 乾裕幸ほか、2001、『連句への招待〔新版〕』、和泉書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT208／日本文学講読 ８ 

(Reading in Japanese Literature 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『新古今集』の恋歌の読解を通して新古今時代の和歌の特徴について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

鎌倉時代初頭に成立した『新古今和歌集』は、日本文学史上屈指の華麗さを誇る歌集であり、その歌風は『万葉集』『古今和歌

集』と並んで、三大歌風の一つに数えられている。『新古今和歌集』に収められた恋歌の読解を通して、この新古今歌風の特質を

考えてみたい。『新古今和歌集』が編まれた時代に活躍した歌人の歌を取り上げて、詠法や嗜好、時代背景といった観点から分

析を加えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. なぜ、この歌が「男」の恋歌なのか 

3. なぜ、この歌が恋歌なのか 

4. なぜ、この歌が『新古今集』を代表する恋歌といわれるのか(１) 

5. なぜ、この歌が『新古今集』を代表する恋歌といわれるのか(２) 

6. 本歌取りとはどんな技法か 

7. 恋歌の本歌取り 

8. 「秋」「袖」「露」で描かれるものとは 

9. 『新古今集』の「遇不逢恋」歌 

10. 後鳥羽院の恋歌(１) 

11. 後鳥羽院の恋歌(２) 

12. 恋歌における男性性、女性性(１) 

13. 恋歌における男性性、女性性(２) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『新古今集』の恋の巻に一通り目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/授業時のコメントペーパー・課題等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 久保田淳、2007、『新古今和歌集下』、角川学芸出版 (ISBN:978-4044001032) 

配布プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT209／漢文学講読 １ 

(Reading in Chinese Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
山本 真吾(YAMAMOTO SHINGO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈漢文訓読の方法を身につける〉 

１，中国古典文及び日本漢文を読み下しができるようにする。 

２，中国古典文及び日本漢文の解釈ができるようにする。 

３，訓点について理解を深める。 

４，日本言語文化における漢文の位置付けについての知識を習得する。 

５，国語教育における漢文の意義についての知識を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢文訓読とは，中国古典語を古代日本語で読み理解することである。漢文（日本漢文を含む）を実際に読み進めながら，その意

味内容を理解するとともに，古代から近代にかけて日本ではどのように漢文を理解していたか，そのさまざまな位相と訓読のしか

たを概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢文訓読の方法 

2. 日本漢字音の体系 

3. 漢文の修辞法 

4. 漢詩を読む  

5. 漢籍（散文）を読む 小テスト１ 

6. 日本漢文の世界 

7. 日本漢詩文を読む 

8. 史書・伝記を読む 

9. 説話を読む 小テスト２ 

10. 日記・書簡を読む  

11. 中世日本漢文を読む 

12. 近世日本漢文を読む 

13. 近代日本漢文を読む 小テスト３ 

14. 和刻本を読む・ヲコト点で読む 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

あらかじめ予定の箇所を通読して出席してもらいたい。 

授業で扱わなかった文章について課題を出すので，その指示に従って復習してもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

小テスト１（30％）、小テスト２（30％）、小テスト３（40％）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也、2013 年、『漢文資料を読む』、朝倉書店 (ISBN:ISBN978-4-254-51529-9) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT212／漢文学講読 ４ 

(Reading in Chinese Literature 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
漢文 

担当者名 

（Instructor） 
高山 大毅(TAKAYAMA DAIKI ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 8 月 23 日付変更 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため） 

担当者：原 克昭(HARA KATSUAKI)→高山 大毅(TAKAYAMA DAIKI ) 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、成績評価方

法・基準、テキスト、参考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

江戸期の漢文著作を読む上で必要な教養や技術の習得を目標とする。とりわけ以下の３点を重視する。①経学（儒学の経典解

釈の学問）の基礎的な知識を身につけ、経書注釈を軸に展開する思考のあり方に親しむ。②朱子学・仁齋学・徂徠学といった儒

学の諸学説の異同に対する理解を深める。③現在の漢文訓読では用いられない江戸期の訓法について学び、辞書を引きなが

ら、訓点附きの江戸期の板本を読めるようになる。 

 

【変更以前の記載内容】 

 「怪異・志怪」のジャンルから日本漢文学へとアプローチすることで，「漢文読解力」の発展向上をめざすとともに，「日本古典文

学史」の開拓，「漢字漢文文化圏の文学史」の視座を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

江戸時代において儒学は学問の基軸となっており、この時代の文学論を考える上で儒者の議論を無視することはできない。儒者

の文学論は、儒学の経典の一つである『詩経』を軸に展開していることが多い。そこで、この講義では『論語』において孔子が『詩

経』について語った章の解釈を取り上げ、朱子学者・伊藤東涯・荻生徂徠らの文学観について考察していきたい。 

 

【変更以前の記載内容】 

 本講では，日本漢文学研究の一環として，漢文体で綴られた「怪異・志怪説話」の諸作品をテーマごとに講読する。平安時代・

平安京をとりまく「怪異・志怪説話」には後代の説話・物語の原拠となったものも多い。その書承関係や展開相をたどることで「古

典文学史」の視野を開拓するとともに，ストーリ性のある漢文脈から平安漢文特有の文体（駢儷体・対句構成・和製漢語）に親し

み，中国・朝鮮漢文にみる「怪異・志怪小説」との比較考証から漢文読解力の発展向上をはかる。 

 予備知識の有無や習熟度は問わない。参加者の習熟度に合わせて，本文を精読（訓読・成句構成）しながら，「漢文文化圏／

日中文化交流史」の視座をきりひらく契機としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】儒学史概説 

【変更以前の記載内容】開講ガイダンス―「怪異・志怪」と漢文世界／漢文習熟度調査 

2. 【変更後】朱熹『論語集注』の「詩三百」章解釈 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（１）―「怪異・志怪文学」の系譜（漢字漢文文化圏から） 

3. 【変更後】『論語大全』の「詩三百」章解釈 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（２）―「怪異・志怪説話」の系譜（日本文学史から）／日本漢文の訓読法 

4. 【変更後】朱子学の「心性」論 

【変更以前の記載内容】「場」をめぐる怪異・志怪（１）―「百鬼夜行」に出遭う都市「平安京」の現場検証 

5. 【変更後】伊藤仁齋『論語古義』の「詩三百」章・「小子何莫学夫詩」章解釈 

【変更以前の記載内容】「場」をめぐる怪異・志怪（２）―『紀家怪異実録』「門篇額」の恠異伝承 

6. 【変更後】伊藤東涯『読詩要領』の議論 

【変更以前の記載内容】「場」をめぐる怪異・志怪（３）―「河原院」の恠異文学：前編（源融邸編） 

7. 【変更後】仁齋学における「恕」と「人情」理解 

【変更以前の記載内容】「場」をめぐる怪異・志怪（４）―「河原院」の恠異文学：後編（悪所霊所編） 

8. 【変更後】仁齋学と通俗文芸の関係 

【変更以前の記載内容】「鬼」をめぐる怪異・志怪（１）―『善家秘記』「巫覡見鬼徴験記」をよむ 

9. 【変更後】荻生徂徠『論語徴』の「詩三百」章解釈 

【変更以前の記載内容】「鬼」をめぐる怪異・志怪（２）―『善家秘記』「染殿后と鬼」と出典同類話検証 

10. 【変更後】「断章取義」をめぐって 

【変更以前の記載内容】「異類」をめぐる怪異・志怪（１）―『善家秘記』「賀陽良藤と狐」をよむ 
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11. 【変更後】「人情」理解をめぐって 

【変更以前の記載内容】「異類」をめぐる怪異・志怪（２）―『狐媚記』にみる霊狐の都市伝説検証 

12. 【変更後】徂徠の『詩経』論と古文辞派の文学 

【変更以前の記載内容】「芸能漂泊」をめぐる怪異・志怪―『洛陽田楽記』『傀儡子記』『遊女記』の世界 

13. 【変更後】「修辞」と説得 

【変更以前の記載内容】「事件」をめぐる怪異・志怪―花山院女王殺害事件の真相を追え 

14. 【変更後】まとめ 

【変更以前の記載内容】まとめ／「漢文講読レポート」完成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

毎回、漢文の訓読・翻訳などの課題を出すので、漢和辞典を引くといった労苦を厭わず、課題に取り組むこと。 

 

【変更以前の記載内容】 

漢文講読シート・参考文献を活用して「漢文講読レポート」をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポート(40%)/授業での発言(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

【変更以前の記載内容】漢文解読シート(30%) 、出席参加度・理解度・上達度(30%) 、漢文講読レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】 

プリントを配布する。 

【変更以前の記載内容】本文・講読資料・漢文解読シートはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 土田健次郎、2013、『論語集注』、平凡社 

2. 渡辺浩、2010、『日本政治思想史―十七～十九世紀』、東京大学出版会 

3. 古田島洋介・湯城吉信、2011、『漢文訓読入門』、明治書院 

4. 狩野直喜、2018、『漢文研究法―中国学入門講義』、平凡社 

【変更後】 

上記の通り 

他の参考書については授業で紹介する。 

 

【変更以前の記載内容】テーマ作品ごとに「参考文献」を紹介する（漢文講読レポートに活用）。漢文訓読法に関しては開講中に

提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

初歩から丁寧に解説するので、漢文の知識がない学生の受講も歓迎する。 
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■AT232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 １ｂ 

(Treatise 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL1843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT243 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT244 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT245 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT246 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 935 - 

■AT247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ａ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 939 - 

■AT253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 940 - 

■AT254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 941 - 

■AT255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 942 - 

■AT256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 943 - 

■AT257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／研究小論文 ２ｂ 

(Treatise 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
研究小論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文執筆に向けたテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進

めて行くために、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆の準備を進めるとともに、達成すべき目標を段階を追って設定し

実践する。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指

導を重ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT302／文学講義 ３０２ 

(Lectures on Literature 302) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代２ 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 瞳(FUKASAWA HITOMI ) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 8 月 23 日付変更 以下の通り変更（変更：担当者変更のため） 

担当者：原 克昭(HARA KATSUAKI)→深澤 瞳(FUKASAWA HITOMI ) 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業時間外（予習・復習等）の学習、成績評価方

法・基準、テキスト、参考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

古代文学における、中国的知識の受容の在り方を探る。 

 

【変更以前の記載内容】 

 前近代に成立した〈古注釈〉の視座から「古典文学」を捉え返すことにより，享受・再編をめぐる文学的営為の意義を理解し，“も

うひとつの「日本文学史」”の再構築をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

古代日本文学が、様々な価値観に支えられながら成立していることは、周知の通りです。日本の古代から脈々と続く伝統・文化に

加え、中国などからもたらされた様々な学問的／文化的知識が、古代の日本文学／文化を形成しています。しかしながら、あまり

に包括的であるために、具体的にどのような知識が、どのような形で受容されているかは、分かりにくいのではないでしょうか。本

講義では、古代日本の主要な作品に触れながら、そこに関わる中国的知識の在り方を探っていきます。大陸からの知識がいか

に摂取され活用／応用されたかを考えながら、古代文学／文化を捉えることで、既知の日本古代文学史に膨らみをもたせて――

大きく言えば「東アジア的」に捉えて――いきたいと考えています。なお、下記の授業計画は、第 2 回が総括、第 3～6 回が仏教

関係、第 8～13 回が陰陽道関係です。 

 

【変更以前の記載内容】 

 テーマは「古典文学と〈古注釈〉の世界～読まれる「古典」／つくられる「注釈」」。 

 

 本講では，前近代に“つくられた”〈古注釈〉の世界から「古典」を捉え返す。「古典」は成立した時点にとどまらず，さらに読み継

がれ注釈されることによって「古典」として屹立する。現代人にとって「注釈」は本文テキストを読むために“つけられた”厳格な説

明・解釈と認識される。ところが，前近代（古代・中世・近世）に“つくられた”注釈――〈古注釈〉とは本文の附属物ではなく，それ

自体が独立した読み物ともなりえた。それぞれの時代環境にあわせて，自由自在に本文を読み替え更新・創造させる〈古注釈〉

は，まさしく「古典」を「古典」たらしめる文学的営為にほかならない。 

 本講では，翻案・改編・擬古・絵画化も視野に入れつつ，現代の“つけられた”注釈とはひと味ちがった“つくられた”〈古注釈〉の

言説世界にふれることで，成立論・作者論とは異なる，“もうひとつの「日本文学史」”の再構築をめざしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】ガイダンス。授業の流れについて説明をします。受講希望者には、簡単なアンケートを課します。 

【変更以前の記載内容】開講ガイダンス―〈古注釈〉の世界をひらく 

2. 【変更後】古代日本の思想 

【変更以前の記載内容】〈古注釈〉研究法～文学史の常識を問いなおす＝「四大古典」と「三大随筆」 

3. 【変更後】中国的知識の流入と獲得：『日本書紀』 

【変更以前の記載内容】物語と〈古注釈〉（１）―『伊勢物語』『古今集』『源氏物語』：〈古注釈〉文学史の再構築 

4. 【変更後】仏教思想の喧伝：『日本霊異記』 

【変更以前の記載内容】物語と〈古注釈〉（２）―『伊勢物語』：〈古注／旧注〉よみくらべ 

5. 【変更後】古代中国の仏教説話と古代日本の物語：『うつほ物語』 

【変更以前の記載内容】物語と〈古注釈〉（３）―『竹取物語』：〈古注釈〉をもたない「古典」の伝承世界 

6. 【変更後】日常生活における神秘体験：古記録 

【変更以前の記載内容】物語と〈古注釈〉（４）―『源氏物語』：〈古注釈〉にみる「有職故実」の世界 

7. 【変更後】中間レポート（授業内に書いて頂きます） 

【変更以前の記載内容】物語と〈古注釈〉（５）―『伊曾保物語』：〈古注釈〉による「翻案」の世界（欧文から和文へ） 

8. 【変更後】陰陽説・五行説の応用：日本陰陽道の形成とその特徴 

【変更以前の記載内容】和歌と〈古注釈〉（１）―『和漢朗詠集』：成立をめぐる〈古注釈〉 
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9. 【変更後】古代日本文学にみられる陰陽道①：説話文学 

【変更以前の記載内容】和歌と〈古注釈〉（２）―『日本紀竟宴和歌』：神話を詠み換える〈古注釈〉 

10. 【変更後】古代日本文学にみられる陰陽道②：日記文学 

【変更以前の記載内容】歴史宗教と〈古注釈〉（１）―未来記の世界から～予言する〈古注釈〉 

11. 【変更後】古代日本文学にみられる陰陽道③：物語文学 

【変更以前の記載内容】歴史宗教と〈古注釈〉（２）―仏典と直談の世界から～説法する〈古注釈〉 

12. 【変更後】古代日本文学にみられる陰陽道④：和歌 

【変更以前の記載内容】時代考証と〈古注釈〉（１）―〈古注釈〉にみる“アナロジー思考” 

13. 【変更後】医術と陰陽道：記録や説話から。 

【変更以前の記載内容】時代考証と〈古注釈〉（２）―〈注釈〉・〈翻案〉・〈パロディ〉の位相差 

14. 【変更後】全体のまとめ。最終レポート提出。 

【変更以前の記載内容】〈古注釈〉研究まとめ／「最終レポート」完成・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更後】 

授業中の配付プリントを復習し、理解不十分な箇所は各々で補足するようにして下さい。 

 

【変更以前の記載内容】 

授業プリント・参考文献を活用して，「最終レポート」をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/授業中のコメントペーパー(20%)/出席および受講態度(10%) 

【変更以前の記載内容】出席参加度(30%) 、受講レビュー(30%) 、最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】 

なし 

 

【変更以前の記載内容】 

各講プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

【変更後】 

なし 

 

【変更以前の記載内容】 

鈴木健一『古典注釈入門』（岩波書店），三谷邦明・小峯和明編『中世の知と学-〈注釈〉を読む』（森話社）ほか，それぞれの〈古注

釈〉ごとに紹介する（「最終レポート」作成に活用）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

意欲有る学生の受講を求めます。授業中の不要な私語や入退出は、他の学生の迷惑となりますから禁止します。また、上記の

授業計画は目安であり、受講者の人数や趣向などによって前後する場合があることを了解ください。 
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■AT303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT303／文学講義 ３０３ 

(Lectures on Literature 303) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物語文学の最高峰『源氏物語』の成立までの平安文学の歴史の流れを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 平安初期、漢文学が重視されているなか、次第に日本文化が再認識されるようになると、仮名の発達も相俟って、それまで埋も

れていた和歌が復興する。『古今和歌集』の誕生である。その後、実在の人物の和歌を核とした歌物語や私家集、創作的な作り

物語、日記や随筆文学などを経て、平安中期、『源氏物語』が成立する。 

 『源氏物語』成立までの平安文学の歴史の流れを概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢詩文の隆盛 

2. 『古今和歌集』――和歌の復興 

3. 歌物語――『伊勢物語』 

4. 私家集――『伊勢集』『一条摂政御集』など 

5. 作り物語――『竹取物語』『宇津保物語』 

6. 日記文学――『土佐日記』『蜻蛉日記』 

7. 『枕草子』の輝き（１） 

8. 『枕草子』の輝き（２） 

9. 『源氏物語』の達成（１） 

10. 『源氏物語』の達成（２） 

11. 『源氏物語』の達成（３） 

12. 『源氏物語』の達成（４） 

13. 『源氏物語』以降 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業では、作品の本文を読むことに多くの時間を割くつもりではあるが、授業で読むことができるのはその作品のほんの一部にし

かすぎないので、興味を持った作品については自分でどんどん読んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT304／文学講義 ３０４ 

(Lectures on Literature 304) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・古代４ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探究し、文学史の流れの中に『源氏物語』があることを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 『源氏物語』は、和歌や漢詩や物語などの先行文学作品を引用して己が血肉としている。引用表現に導かれた読者は、『源氏

物語』の背後に先行文学作品の世界を重ね合わせ、両者の共通点と相違点を感じ取ったり、新しく生まれてくる意味を読み取っ

たりしながら、『源氏物語』独自の世界を鑑賞することとなる。 

 本講義では、『源氏物語』における先行文学の引用の有り様を探ることによって、『源氏物語』から振り返って見える文学史の風

景を照らし出す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（１） 

3. 『源氏物語』における「長恨歌」引用（２） 

4. 『源氏物語』における引歌（１） 

5. 『源氏物語』における引歌（２） 

6. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（１） 

7. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（２） 

8. 『源氏物語』における『竹取物語』引用（３） 

9. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（１） 

10. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（２） 

11. 『源氏物語』における『伊勢物語』引用（３） 

12. 『源氏物語』における『篁物語』引用（１） 

13. 『源氏物語』における『篁物語』引用（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』以前の文学史の流れを把握しておくこと。先行文学作品として授業で取り上げる「長恨歌」、『竹取物語』、『伊勢物

語』、『篁物語』については、あらかじめ読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT305／文学講義 ３０５ 

(Lectures on Literature 305) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世１ 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『平家物語』や『太平記』といった中世における軍記物から戦国軍記、近世軍記へと発展していく展開を追い、前近代の軍記と文

学について考える。源義経や源為朝などの人物が、文芸作品でどのように語られてきたのかを総括する。 

異域をめぐる言説から日本像を問い直す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

軍記物を題材に中世初期から近世末期までの文学史を読み解き、前近代で享受され、近代まで息づいた歴史叙述について解明

する。 

琉球や蝦夷をめぐる物語から、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から、前近代における異域認識を考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 軍記研究序説―軍記の文学史― 

2. 王権と鎮魂 1 

3. 王権と鎮魂 2 

4. 源義経伝説を読む 1 

5. 源義経伝説を読む 2 

6. 蝦夷へ渡る源義経 1 

7. 蝦夷へ渡る源義経 2 

8. 文芸における「技」の文化史 1 

9. 文芸における「技」の文化史 2 

10. 琉球へ渡る源為朝 1 

11. 琉球へ渡る源為朝 2 

12. 琉球へ渡る源為朝 3 

13. 百合若伝承の展開 1 

14. 百合若伝承の展開 2 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに（高校の授業などで）読んだことのある軍記について思い出しておいてほしい。 

また、源平の争乱から江戸幕府ができるくらいまでの歴史を簡単に把握しておくと内容理解につながる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常点(40%) 

平常点（毎回のコメント、小レポート） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT306／文学講義 ３０６ 

(Lectures on Literature 306) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・中世２ 

担当者名 

（Instructor） 
目黒 将史(MEGURO MASASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世という時代背景を探り、古代から近世へつながる間の文化や思想を文芸作品から考察する。中世とはいかなる時代なのか、

個々人で考える力を身につける。様々な作品を扱うことにより、作品間の諸相の読み解く方法を理解する。異域をめぐる言説から

日本像を問い直す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中世に語られ、広まった説話世界を、説話集、お伽草子を中心に読み解き、紐解いていく。講義は作品に関する概説を行ってか

ら、内容を読解していく。絵巻などの絵画資料も取り扱う。 

地獄などの異界や琉球などの異国の物語を読み解き、異国・異界・境界を超えた世界に渡る人々の物語から異域認識を考えて

いく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―中世の説話世界― 

2. 竹取説話を読む１ 

3. 竹取説話を読む２ 

4. 異郷に赴く人々１ 

5. 異郷に赴く人々２ 

6. 地獄を廻る人々1 

7. 地獄を廻る人々2 

8. 地獄を廻る人々３ 

9. 天神縁起を読む１ 

10. 天神縁起を読む２ 

11. 三太郎（浦島太郎、金太郎、桃太郎）の物語１ 

12. 三太郎（浦島太郎、金太郎、桃太郎）の物語２ 

13. 琉球をめぐる説話１ 

14. 琉球をめぐる説話２ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

これまでに読んだことのある日本の古典作品について、どのような資料だったかを再確認しておく。今読んでいるテキストがどの

ような性格のものなのかを意識して読解する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常点(40%) 

平常点（毎回のコメント、小レポート） 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 小峯和明、2014、『日本文学史』、吉川弘文館 (ISBN:9784642082624) 

2. 小峯和明、2013、『日本文学史 古代・中世編』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623064496) 

3. 松田浩ほか、2017、『古典文学の常識を疑う』、勉誠出版 (ISBN:9784585291473) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT308／文学講義 ３０８ 

(Lectures on Literature 308) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧２ 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 有祐(INABA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

点取俳諧・雑俳の史的展開を概観し、その作品読解を通じて江戸風俗・人情の機微についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世期、点取俳諧（点者に批点を請い、その点数の多寡を競う遊戯的な俳諧）は享受者の知的な興味を刺激し、特に江戸で大き

な反響を呼んだ。また、前句付といった雑俳も流行、これらを受けて、やがて川柳点『誹風柳多留』が生み出させていく。本授業で

は、三都の動向を視野に入れつつ、機知に富んだ笑いの種々相を考察したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 付合文芸概説 及び点取俳諧の位置 

2. 俳諧と批点 

3. 前句付の大衆化(１)京都の動向 

4. 前句付の大衆化(２)大坂の動向 

5. 前句付の大衆化(３)江戸の動向 

6. 雑俳の諸形式(１) 

7. 雑俳の諸形式（２） 

8. 点取俳諧の隆盛（１） 

9. 点取俳諧の隆盛（２） 

10. 『武玉川』と江戸座高点付句集（１） 

11. 『武玉川』と江戸座高点付句集（２） 

12. 川柳と『誹風柳多留』（１） 

13. 川柳と『誹風柳多留』（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料をよく読んでおくこと。配付資料に掲載された作品について理解を深めておくこと。その他、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時小レポート（2 回程度）(30%)/各回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木勝忠・石川八朗・岩田秀行編、1993 年、『新日本古典文学大系 江戸座点取誹諧集』、岩波書店 

(ISBN:ISBN4002400727) 

2. 棚橋正博・宇田敏彦・鈴木勝忠編、1999 年、『新編日本古典文学全集 黄表紙・川柳・狂歌』、小学館 

(ISBN:ISBN4096580791) 

その他、授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT309／文学講義 ３０９ 

(Lectures on Literature 309) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・和歌・俳諧３ 

担当者名 

（Instructor） 
長谷川 範彰(HASEGAWA NORIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歌枕を詠んだ歌の読解を通して古典和歌の特質についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歌枕とは古くから繰り返し歌に詠まれた地名や名所のことをいう。平安時代以降、歌人が実際に歌枕を見て歌を詠むことは稀で

あり、古歌によって形成されたイメージに基づいて詠まれることがほとんどであった。その意味で歌人たちのイメージの中に存在

する幻想の地名・空間ともいうことができるだろう。本授業では、地名が固有のイメージを獲得し歌枕となっていく過程を検討して

いく。歌枕の形成過程を見ていくことによって古典和歌の特質について考えてみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 天香具山 

3. 吉野山 

4. 末の松山 

5. 初瀬山 

6. 立田山 

7. 信夫山 

8. 武蔵野・春日野 

9. 比良 

10. 佐野 

11. 須磨 

12. 年の暮れの歌と歌枕 

13. 伏見・深草 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

八代集(『古今集』～『新古今集』)、『百人一首』などの歌集に目を通して、古典和歌の表現に親しんでおくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/授業時のコメントペーパー・課題等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布プリント 

 

参考文献（Readings） 

授業時適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT311／文学講義 ３１１ 

(Lectures on Literature 311) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世１ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

仮名草子・浮世草子・前期読本を中心に、近世前期小説の変遷を通史的に追い、それぞれの特徴を理解する。各作品をさまざま

な視点から読み解き、その成立の背景を知ることによって、江戸時代の文化に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世前期小説の代表的作品を読む。俳諧や出版メディア、先行文芸とのかかわりをも視野にいれ、各作品を多角的に読解、分

析する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 俳諧（１） 

3. 俳諧（２） 

4. 仮名草子（１） 

5. 仮名草子（２） 

6. 西鶴の浮世草子（１） 

7. 西鶴の浮世草子（２） 

8. 西鶴の浮世草子（３） 

9. 西鶴以後の浮世草子（１） 

10. 西鶴以後の浮世草子（２） 

11. 西鶴以後の浮世草子（３） 

12. 前期読本（１） 

13. 前期読本（２） 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回プリントを配付します。事前に熟読して授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT312／文学講義 ３１２ 

(Lectures on Literature 312) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近世２ 

担当者名 

（Instructor） 
安原 眞琴(YASUHARA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学を仏教との関係から説明できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「日本人は無宗教だ」と言う人が多い。それほど仏教は馴染みの薄いものだと思われている。でも、かつては物事は仏教を中心

に考えられていた。もちろん文学も。そこでこの授業では、仏教というフィルターを通して文学（フォークロアも含む）を通史的に見

ていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 授業の概要 

2. 仏教とは何か 

3. 仏教とは何か 

4. 仏教とは何か 

5. 仏教と文学 

6. 仏教と文学 

7. 仏教と文学 

8. 仏教と文学 

9. 仏教と文学 

10. 仏教と文学 

11. 仏教と文学 

12. 仏教と文学 

13. まとめ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前学習：配布プリントを事前に調査する。 

事後学習：リアクションペーパーを活用し事後学習する。 

宿題：課題レポートで理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/リアクションペーパー(40%)/課題レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中にその都度伝えます。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

安原眞琴公式サイト（http://www.makotooffice.net/) 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 956 - 

■AT313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT313／文学講義 ３１３ 

(Lectures on Literature 313) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代１ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学におけるモダニズムとはなんであったのか、言葉とイメージの変容を検証する 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀における日本文学の変容と諸芸術、諸メディアの関係を考える。とくに文学と映画の関係、都市空間、身体イメージ、諸感

覚の変容、理性と狂気をめぐる表象などについて、語り、比喩、まなざしのありようなどを精査しつつ考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 夏目漱石「それから」と森田芳光「それから」の世界 

3. 芥川龍之介と映画的なるもの 

4. 萩原朔太郎と幻影の都市 

5. 川端康成と映画の想像力 

6. 表現主義映画と日本文学 

7. 日本の表現主義 文学・映画・美術 

8. 尾崎翠 映画と文学の実験 

9. 寺田寅彦と文理融合の想像力 

10. 谷崎潤一郎と映画のエロティシズム 

11. 安部公房と映画のアヴァンギャルド 

12. 寺山修司 都市空間と土着の越境 

13. 村上春樹の映画愛 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１、指定テクストを通読する 

２、リアクションペーパーを作成する 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内に指示した提出物(50%) 

2018 年 5 月 29 日付変更（変更理由：成績評価方法の変更のため）【変更以前の記載内容】レポート試験 50％、平常点 50％（リ

アクションペーパー、出席 50％） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 夏目漱石、『それから』、岩波文庫 

2. 萩原朔太郎、『猫町』、岩波文庫 

3. 川端康成、『雪国』、新潮文庫 

4. 尾崎翠、『第七官界彷徨』、岩波文庫 (ISBN:4003119614) 

5. 安部公房、『砂の女』、新潮文庫 

村上春樹「トニー滝谷」、谷崎潤一郎「痴人の愛」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 川崎賢子、2010、『尾崎翠 砂丘の彼方へ』、岩波書店 (ISBN:4000224050) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

川崎賢子が運営に携わっている２０世紀メディア研究所のサイトです。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT314 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT314／文学講義 ３１４ 

(Lectures on Literature 314) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本文学史・近現代２ 

担当者名 

（Instructor） 
乾 英治郎(INUI EIJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「大衆文学」史─ミステリー・ＳF・伝奇の世界 

 

明治期からゼロ年代までの「大衆文学」（便宜的にエンタメ系小説と定義します）の流れを、ミステリー小説・ＳＦ小説・伝奇時代小

説を中心にして辿ることにより、「純文学」（便宜的に非エンタメ系小説と定義します）中心の教科書的な〈日本近代文学史〉とは異

なる文学史を構築することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「大衆文学」は、現代風俗小説（家庭小説・学園小説・会社員小説など）・ユーモア小説等々を含む広大な概念ですが、本講義で

は 

①ミステリー小説（探偵小説・推理小説・捕物帳、広義には怪奇幻想小説も含む） 

②SF小説  

③伝奇時代小説（剣豪小説・忍者小説など） 

を中心的に扱います。 

それぞれのジャンルの成立から展開までを、明治期～ゼロ年代の時間軸に沿って概観し、社会的・文化的背景など多角的な視

点から考察します（①～③＝各 4 回を予定）。 

また、これらの文学作品を支えている想像力が、前近代の大衆文化とどのように繋がり、現代の映画・漫画・アニメ・ライトノベル

などのサブカル系エンタメにどのように継承されているのか、といったこともお話しできればと考えています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに─大衆文学と純文学 

2. ミステリー小説史─黒岩涙光から東野圭吾まで(1) 

3. ミステリー小説史─黒岩涙光から東野圭吾まで(2) 

4. ミステリー小説史─黒岩涙光から東野圭吾まで(3) 

5. ミステリー小説史─黒岩涙光から東野圭吾まで(4) 

6. ＳＦ小説史─矢野龍渓から円城塔まで(1) 

7. ＳＦ小説史─矢野龍渓から円城塔まで(2) 

8. ＳＦ小説史─矢野龍渓から円城塔まで(3) 

9. ＳＦ小説史─矢野龍渓から円城塔まで(4) 

10. 伝奇時代小説史─中里介山から和田竜まで(1) 

11. 伝奇時代小説史─中里介山から和田竜まで(2) 

12. 伝奇時代小説史─中里介山から和田竜まで(3) 

13. 伝奇時代小説史─中里介山から和田竜まで(4) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関しては、必要に応じて講義内で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/リアクションペーパーなど(20%) 

出席回数が 10 回に満たない場合は、成績評価の対象としません。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。必要に応じて講義内で紹介します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する予定です。 

必要に応じて、Blackboardを通じて資料の配布や各種告知を行う可能性もあります。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT315／文学講義 ３１５ 

(Lectures on Literature 315) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語史１ 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の歴史について、日本語研究の歴史を通して概観できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国語学史（日本語学史）について概説する中で、日本語の歴史が把握できるよう講義していく。具体的には、日本人が国語を表

記するようになった時期、すなわち漢字流入以降の歴史において、国語がどのように認識されて学問の対象となり、その学問が

どのような系譜を形作っていったのか、テーマごとに時代を追って理解することを目指す。国語学史を通して日本語史を学ぶこと

により、現代言語学の「新しさ」や「伝統性」を体感するとともに、現代では忘れられつつある文化、研究手法、そして価値観に思

いを馳せ、現代科学との再融合の可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 国語史と国語学史 

2. 古語と注釈 

3. 漢字学習の歴史 

4. 悉曇学史 

5. 五十音図の成立 

6. 音韻史 

7. 仮名遣いの成立 

8. 国学の形成 

9. 音韻研究史 

10. 文法研究史 

11. 文法史 

12. 辞書史 

13. 国語政策と日本語 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

「古典文法における動詞や助動詞の活用」「平安時代と室町時代と江戸時代の前後関係」「各時代における権力の所在」といった

基礎知識は前提のもとに話が進むことがあるので、高校レベルの日本史や国語の知識が身に付いていない者は高校の教科書

などを通読してくこと。留学生については、日本語教育で学んだ知識をよく復習しておくこと。また、国語学・日本語学についての

概説書の類を熟読して自学自習に励むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/コメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 木田章義（編）、2013、『国語史を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:978-4-7907-1596-2) 

 

参考文献（Readings） 

1. 馬渕和夫・出雲朝子、2007、『新装版 国語学史 日本人の言語研究の歴史』、笠間書院 (ISBN:978-4-305-60302-9) 

2. 築島裕・古田東朔、1973、『国語学史』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-082002-8) 

3. 馬渕和夫、1993、『五十音図の話』、大修館書店 (ISBN:9784469220933) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT317／文学講義 ３１７ 

(Lectures on Literature 317) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
深澤 瞳(FUKASAWA HITOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究の手立てとして、古記録類を援用する力を育てる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古記録などの歴史資料を援用しながら、平安時代の文学作品を鑑賞する授業です。 

文学作品を読むには、当時の社会的・文化的背景を知る必要があります。当時の社会や文化のあり方を学ぶには、やはり生きた

史料に触れるのが最善でしょう。そこで、本授業では、歴史資料から時代背景を探りつつ、そこから得た知見をもとに文学作品を

鑑賞していきます。 

作品は、『蜻蛉日記』下巻と『紫式部日記』を読む予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス。扱う作品と歴史資料の概説。 

2. 古記録読解（受講の準備として、古記録を読む練習をします） 

3. 『蜻蛉日記』下巻・藤原遠度の求婚場面を読む。 

4. 同上。 

5. 『小右記』の関係史料を読む。 

6. 同上。『蜻蛉日記』と史料のつきあわせ。 

7. ここまでのまとめ。 

8. 『紫式部日記』と『御堂関白記』の「彰子出産」記事を読む。 

9. 『紫式部日記』の日付の問題について。 

10. 同上。まとめ。 

11. 史料と文学１ 

12. 史料と文学２ 

13. 全体のまとめ。 

14. 最終レポート提出。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

古文はもとより、漢文（変体漢文）を読む力が必要です。授業中に扱った史料類は、自身で読み解けるように復習を行なってくださ

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中のコメントペーパー（数回）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

※歴史資料の他に、陰陽道書も扱うことがあります。 その場合は説明がやや煩雑になります。 

 また、史料類は全て漢文（変体漢文）ですので、 それを了解した上での受講を望みます。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT319／文学講義 ３１９ 

(Lectures on Literature 319) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代日本文学３ 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『源氏物語』における「歌ことば」の有り様を探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 「歌ことば」とは、和歌、引歌、歌語などの和歌的な言語のことである。『源氏物語』は「歌ことば表現」の宝庫である。伝統的な和

歌の言葉を散文の中に取り込んで詩的な表現をなしている『源氏物語』の諸相を探求する。 

 一方、『源氏物語』には、歌ことば表現が一切なく、散文表現によってびっしりと埋め尽くされている場面がある。歌ことば表現の

意味を探る一方で、なぜその場面には歌ことば表現がないのか、歌ことば表現と散文表現の違いとは何なのかを考えていきた

い。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 「歌ことば」とは 

3. 『源氏物語』における和歌（１） 

4. 『源氏物語』における和歌（２） 

5. 『源氏物語』における和歌（３） 

6. 『源氏物語』における引歌（１） 

7. 『源氏物語』における引歌（２） 

8. 『源氏物語』における引歌（３） 

9. 『源氏物語』における歌語（１） 

10. 『源氏物語』における歌語（２） 

11. 『源氏物語』における歌語（３） 

12. 歌ことば表現のない場面 

13. 歌ことば表現と散文表現 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

『源氏物語』の様々な場面を取り上げるので、どの場面が出て来ても人物関係や全体における位置がわかるように、事前に『源

氏物語』の全体像を把握しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT321／文学講義 ３２１ 

(Lectures on Literature 321) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
出口 久徳(DEGUCHI HISANORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『保元物語』『平治物語』を絵入り版本や奈良絵本などとともに読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『保元物語』『平治物語』を絵入り版本や奈良絵本などの絵とともに読み、物語の内容、絵画表現の読みを深めていく。『平家物

語』等とも比較しつつ、源平合戦の時代がどのように語られ、描かれたのかについても考えていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―保元物語・平治物語について― 

2. 『保元物語』① 

3. 『保元物語』② 

4. 『保元物語』③ 

5. 『保元物語』④ 

6. 『保元物語』⑤ 

7. 『保元物語』⑥ 

8. 『平治物語』① 

9. 『平治物語』② 

10. 『平治物語』③ 

11. 『平治物語』④ 

12. 『平治物語』⑤ 

13. 『平治物語』⑥ 

14. 源平合戦の世界―保元物語・平治物語を中心に― 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で紹介する作品や参考文献などを各自で読むこと。また、『保元物語』『平治物語』を通読しておくとよい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/中間レポート(10%)/出席兼コメントペーパーの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■AT324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT324／文学講義 ３２４ 

(Lectures on Literature 324) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世日本文学４ 

担当者名 

（Instructor） 
木村 淳也(KIMURA JUNYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代・中世に描かれた異世界・異人（神）の伝承を読むことで、文学の主要モチーフ（型）に対する理解を深める。また、同様の世

界観が、時代や社会の変化に伴ってどのように変異するのか（あるいはしないのか）を考えることで、通時的な思想の有り様を捉

える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古代神話・説話から中世文学への展開を中心に、変奏された神話・説話と、そこに関わる異人・異界・異国の記述をテーマに据え

て講読する。 

現代に生きる我々は、宇宙や深海、あるいは死後といった未知の世界と、そこに住まうモノに対して、しばしば想像力を逞しくしな

がら、憧憬や恐怖を抱く。それは古代〜中世を生きた人々にとっても同じことであろう。古代の文学には、一体どのような異界や

異人（神）が記されているのか、それを後代の人々はどのように受け入れ、再解釈し、さらに新たな異界や異人をテキスト上に生

み出していったのかを考察する。 

また、そのような思想・思考が、彼らの歴史的・文化的な流れの末端に位置する我々に対して、一体どのような影響を及ぼしてい

るのかを考えながら授業に臨んでほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・履修上の注意 

2. 異界と日本の文化・文学 

3. 神話の異世界１（記紀・風土記の天上世界） 

4. 神話の異世界２（記紀の地下世界） 

5. 古代文学の異世界（東国、山、あるいは「夢」） 

6. 地獄と楽土１（地獄の誕生・『日本霊異記』） 

7. 地獄と楽土２（『往生要集』から『平家物語』、奈良絵本へ） 

8. 中世における異人伝承（神・異形、その他） 

9. 中世における異界訪問譚 

10. 旅と文学（地誌から紀行文へ） 

11. 異郷・他国の物語１（「日本」の領域意識） 

12. 異郷・他国の物語２（義経と蝦夷） 

13. 異郷・他国の物語３（為朝と琉球） 

14. 授業のまとめ／レポート提出執筆要綱 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料・参考文献を活用して最終レポートをまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業コメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義毎に適宜プリントを用意して配布する。 

 

参考文献（Readings） 

複数テーマ・時代をまたぐため、授業の中で随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT326／文学講義 ３２６ 

(Lectures on Literature 326) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧２ 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古典和歌に用いられる枕詞・序詞・掛詞・縁語については、高等学校の国語教育の中でも説明される。この講義では、そうしたの

定番の修辞技法に関する理解を深めるべく分析を行うとともに、見立て・比喩などの表現技法についても、具体例に即して解説し

ていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古今集から新古今集に至る勅撰集ならびに源氏物語から、個々の修辞技法、表現技法の解説にふさわしい和歌を精選して取り

上げる。技法の特質・目的・効果などを解説するとともに、その理解が個別の和歌の読解にどのように資するのかを、具体的に究

明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 修辞技法概説 

2. 枕詞について 

3. 掛詞について（１） ～語と語の重なり。 

4. 掛詞について（２） ～上から下に続いていく掛詞。 

5. 掛詞について（３） ～語義を連想させる掛詞。 

6. 序詞について（１） ～有心の序。 

7. 序詞について（２） ～無心の序。 

8. 縁語について（１） ～明白な縁語。 

9. 縁語について（２） ～認定の難しい縁語。 

10. 心と物の和歌における対応について 

11. 見立て・比喩の使用法（１） ～勅撰和歌集の例。 

12. 見立て・比喩の使用法（２） ～源氏物語の例。 

13. 見立て・比喩の認定（１） ～明白な見立て・比喩。 

14. 見立て・比喩の認定（２） ～認定の難しい見立て・比喩。 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講義の後、そこで扱われた技法について十分に学習したかどうか、確認を怠らないようにしよう。日ごろの日本語表現についても

関心をもち、そのことによって和歌の特性をよく理解し、充実したレポート作成につなげてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/毎回の講義に対するレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

講義において適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT327／文学講義 ３２７ 

(Lectures on Literature 327) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
和歌・俳諧３ 

担当者名 

（Instructor） 
稲葉 有祐(INABA YUSUKE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世期、新興都市江戸を中心に形成・展開した都会派俳諧の意義について理解する。 

文芸作品と文化的事象との連関性について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

芭蕉の没後、蕉門は大きく都会派と田舎派とに二分されるが、本授業では前者の代表格である宝井其角の俳諧に焦点を当てた

い。元禄期、其角は遊里・芝居町といった悪所を拠点の一つとして活動し、その交友圏の多彩さとも相俟って、以後の江戸俳諧・

江戸文化に大きな影響を与えている。都市生活の中から生み出された壮麗・洒脱な俳諧について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 其角略伝－江戸文化全体への位置付け－ 

2. 其角と芭蕉・西鶴 

3. 其角の俳諧観－言語遊戯性－ 

4. 其角の俳諧観－句兄弟の方法－ 

5. 悪所と俳諧（１）吉原遊廓と遊女評判記 

6. 悪所と俳諧（２）吉原遊廓と遊興１ 

7. 悪所と俳諧（３）吉原遊廓と遊興２ 

8. 悪所と俳諧（４）歌舞伎役者との交友１ 

9. 悪所と俳諧（５）歌舞伎役者との交友２ 

10. 元禄の世相と俳諧（１）赤穂浪士と其角 

11. 元禄の世相と俳諧（２）赤穂事件を中心に 

12. 其角と江戸の町（１） 

13. 其角と江戸の町（２） 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布資料をよく読んでおくこと。配付資料に掲載された作品について理解を深めておくこと。その他、授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時小レポート（2 回程度）(30%)/各回のコメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT330 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT330／文学講義 ３３０ 

(Lectures on Literature 330) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世文学を読み解くための基礎的な技法を身につけるとともに、先行研究の成果と問題点を正確に判断し多様な読解を試みるこ

とのできる応用的能力を養う。また、当時の社会制度や風俗等の知識・教養の獲得にくわえ、さまざまな文学ジャンルに対する理

解を深め、近世の多様な作品を自在によみこなせる能力を養成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西鶴およびそれ以後の浮世草子のうち代表的な作品を選び、その問題点について検討しつつ精読する。娯楽性を追究し、当時

の風俗・人情の諸相を多様な方法によって描きあげた浮世草子のおもしろさを味わいながら、各作品をさまざまな視点から読み

解くことによって、江戸時代の文化に対する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（講義の進め方、成績評価の方法など） 

2. 近世文学について、浮世草子について 

3. 仮名草子から浮世草子へ 

4. 浮世草子と俳諧 

5. 西鶴の浮世草子を読む‐好色物（１） 

6. 西鶴の浮世草子を読む‐好色物（２） 

7. 西鶴の浮世草子を読む‐雑話物 

8. 西鶴の浮世草子を読む‐武家物 

9. 西鶴の浮世草子を読む‐町人物（１） 

10. 西鶴の浮世草子を読む‐町人物（２） 

11. 西鶴以後の浮世草子を読む‐北条団水 

12. 西鶴以後の浮世草子を読む‐月尋堂 

13. 西鶴以後の浮世草子を読む‐江島其磧 

14. まとめ 

＊授業の内容や順番は適宜変更する場合があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(30%)/各回の授業内容へのコメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT331／文学講義 ３３１ 

(Lectures on Literature 331) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学１ 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 恵理(YOSHIDA ERI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代児童文学作品の読解を通じて、児童文学を読み解くための方法と批評的観点を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 児童文学は子どものための文学である。しかし〈子ども〉は自明の存在ではなく、常に発見される社会的・歴史的な産物である。

その〈子ども〉のことを書く児童文学のなかには、同時代の社会状況に対する批評の可能性として、あるいは危機の表象としての

〈子ども〉がいる。 

 本講義では、現代の早期教育への注目を視野に入れつつ、主に現代児童文学の転換期といわれる 1970 年代以降の児童文

学作品と批評的言説を読み、児童文学というジャンルにおける〈子ども〉をめぐる文学的想像力について考察する。講義には演習

の時間を設け、履修者には毎回作品に対する各自の解釈をもって積極的に授業に参加する姿勢を求める。※演習の形式は履

修者数に応じて決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入――「児童文学」とはなにか 

2. 概論 現代児童文学のはじまり 

3. 〈子ども〉概念の歴史性（１） 

4. 〈子ども〉概念の歴史性（２） 

5. 「タブーの崩壊」期（１）――那須正幹、川島誠 

6. 「タブーの崩壊」期（２）――演習 

7. 〈子ども〉語り（１）――村中李衣、岩瀬成子 

8. 〈子ども〉語り（２）――演習 

9. 日常言語とナンセンス（１）――谷川俊太郎 

10. 日常言語とナンセンス（２）――演習 

11. 教育される者たち（１）――上野瞭 

12. 教育される者たち（２）――演習 

13. わらべうたの〈子ども〉――寺山修司 

14. 「セカイ系」を踏み抜く――最果タヒ、川口晴美 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業で扱うテキストについては基本的にコピーを配布。場合によっては各自入手を指示する。授業時間外に精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内演習およびリアクションペーパーの内容(50%) 

4 月 17 日付 【レポート試験】から【筆記試験】に変更 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT332／文学講義 ３３２ 

(Lectures on Literature 332) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学２ 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画と文学、日本映画と古典芸能との遭遇と越境を考える。 

文芸の近代化と古典化のダイナミズムを考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新しいものがつくりだされるように、「古典」も「伝統」もまたつくりだされ、つくりかえられる。映画というモダンな媒体は、古典芸能

（能、歌舞伎、文楽など）の引用によってどのような新しい意味を生産しているのか。それは近現代日本の文芸の歴史と現在にど

のように働きかけているのか。近代はどのような「古典」「伝統」をつくりだし、メディアはどのように伝統の創出と更新に関わった

のか。それらを総合的に考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 北野武 現代映画と古典芸能、「冥途の飛脚」 

3. 「浪花の恋の物語」を見る 

4. 「封印切」 宝塚歌劇「心中恋の大和路」を見る 

5. ハリウッドが引用した古典芸能「サヨナラ」と「曽根崎心中」 

6. 増村保造「曽根崎心中」の世界 

7. 「近松物語」 「家」と恋の相克 

8. 「西鶴一代女」 ジェンダーで読む溝口健二 

9. 「忠臣蔵」の近代化とつくりかえ 戦時の国策の圧力のもとで 

10. 小津安二郎 モダンと能楽 

11. 黒澤明 シェイクスピアと能楽 

12. 「心中天網島」 古典とアヴァンギャルド 

13. 「人情紙風船」 黙阿弥とモダニズム 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

１、指定された文献を読む 

２、リアクションペーパーを書く 

３、レポート作成 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席、リアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 木下千花、『溝口健二論』、法政大学出版局 

2. 『映画の中の古典芸能』、森話社 

3. 『横断する映画と文学』、森話社 

4. 吉田喜重、『小津安二郎の反映画』、岩波現代文庫 

5. 岩本憲児、『時代映画の誕生』、森話社 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩本憲児、『サイレントからトーキーへ』、森話社 

2. ツヴィカ・セルペル、『霊と現身』、森話社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

川崎賢子が運営に携わっている２０世紀メディア研究所のサイトです 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 
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注意事項（Notice） 
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■AT334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT334／文学講義 ３３４ 

(Lectures on Literature 334) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学４ 

担当者名 

（Instructor） 
山田 夏樹(YAMADA NATSUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 日本の近現代文学の中・短編小説を読解し、描写や形式の意味を学び、またそれが描かれた時代の価値観などについて考察

していく。ただし、特定の作品や近現代文学だけに関心、視点を限定してしまうのではなく、最終的には、そうしたものを通して、常

に社会の様々な事象に対して疑問を持ち、自ら問いを立てていく姿勢自体を身に付けること自体を目標とする。 

 そして、授業の最後ではリアクションペーパーを提出するため、授業内容を学んだ上で、自身の考えを毎回根拠をもって述べら

れるようになることも目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 毎回特定の小説を扱い、その読解をしていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業の進め方・評価の方法など） 

2. 川上弘美「神様」（1994 年）「神様 2011」（2011 年）➀ 

3. 川上弘美「神様」（1994 年）「神様 2011」（2011 年）② 

4. 芥川龍之介「あばばばば」（1923 年）➀ 

5. 芥川龍之介「あばばばば」（1923 年）② 

6. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）➀ 

7. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）② 

8. 石川淳「焼跡のイエス」（1946 年）③ 

9. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）➀ 

10. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）② 

11. 伊坂幸太郎「終末のフール」（2004 年）③ 

12. 小川洋子「博士の愛した数式」（2003 年）➀ 

13. 小川洋子「博士の愛した数式」（2003 年）② 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 授業内で取り上げる作品を、毎回、必ず事前に読み、自分なりの解釈を持って、授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業態度(15%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊坂幸太郎、2009 年、『終末のフール』、集英社 (ISBN:4087464431) 

2. 小川洋子、2005 年、『博士の愛した数式』、新潮社 (ISBN:4101215235) 

 伊坂幸太郎「終末のフール」、小川洋子「博士の愛した数式」以外は、授業の中で、適宜、必要箇所を印刷して配布する。授業

で扱う回までに、必ず読んでくること。 

 また、芥川龍之介「あばばばば」は、著作権の切れた作品を無料で公開しているインターネットサイト「青空文庫」でも読むことが

できる。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 971 - 

■AT335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT335／文学講義 ３３５ 

(Lectures on Literature 335) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学５ 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈ミステリー〉という視角から大正期の文学を検討することを通して、大正期の文学の特質を学ぶと同時に、近代文学に独自のテ

ーマ形成の歴史を理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般に日本の「探偵小説」ジャンルの起源は江戸川乱歩に見出されますが、大正期に活躍する作家たちの多くが、人間の心の奥

に潜む悪や狂気に深い興味を示し、広い意味で「ミステリー」と呼べる作品を数多くのこしており、それらの作品群が乱歩らの「探

偵小説」に影響を与えたばかりでなく、近代小説の展開に独特の方向性を与えた面があります。この授業では、志賀直哉、芥川

龍之介、谷崎潤一郎、佐藤春夫、宇野浩二らの何らかの意味で「ミステリー」形成に関わった作品を素材にして、その主題構成や

表現の検討を通して大正期の文学の特質を考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 乱歩以前の〈ミステリー〉 

3. 志賀直哉の「異常心理」もの① 

4. 志賀直哉の「異常心理」もの② 

5. 志賀直哉の「異常心理」もの③ 

6. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説① 

7. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説② 

8. 芥川龍之介のドッペルゲンガー小説③ 

9. 谷崎潤一郎の犯罪小説① 

10. 谷崎潤一郎の犯罪小説② 

11. 谷崎潤一郎の犯罪小説③ 

12. 佐藤春夫のユートピアと犯罪 

13. 宇野浩二と単身者の夢想 

14. 江戸川乱歩と「探偵小説」ジャンルの形成・まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で言及した文学作品を読み、講義内容との関係性を理解してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/授業内小レポートの評価(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しません。 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT336／文学講義 ３３６ 

(Lectures on Literature 336) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代日本文学６ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 潤(MAEDA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学的言説が現実の出来事とどのように関わりながら編成されてゆくものであるかを知るとともに、震災被害の実態や社会・文化

への影響、復興の問題点について学び、専門領域への知を深化させてゆく契機とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

天災の発生が同時代の社会・文学にどのように関与してきたのかについて多角的に考察する。「東日本大震災」の余波から議論

を始め、「阪神淡路大震災」「関東大震災」の発生が、小説を「書く」ことや「読む」こと、また新聞雑誌に連載中の小説や各種刊行

物にどのように影響を与えたのかをつぶさに検討する。同時に、多くの文学作品の中絶・変貌・誕生と深く関わる、震災直下のメ

ディア状況や、罹災社会の混乱を分析する。なお、授業では映像資料を活用する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 東日本大震災への視点―初期報道の問題点と文化領域への蚕食 

2. 東日本大震災以後の日本現代文学 

3. 「例外状態」としての福島第一原子力発電所事故 

4. 「災厄」の表象をめぐって―J・ラカンを補助線として 

5. 天災と「共同体」をめぐる思考―J・L・ナンシーと小田実「深い音」 

6. 阪神淡路大震災における被害実態と震災報道 

7. 「暴力」としての「震災」―村上春樹「神の子供たちはみな踊る」① 

8. 「暴力」としての「震災」―村上春樹「神の子供たちはみな踊る」② 

9. 復興と作家のボランティア実践―田中康夫「神戸震災日記」 

10. 震災直後の社会心理と救済―宮本輝「森の中の海」 

11. 関東大震災直下の活字出版メディア 

12. 大正期婦人雑誌の変貌―菊池寛の「震災」小説 

13. 震災の視覚像―竹久夢二と新聞挿絵 

14. 震災モラトリアム（支払延期令）直下の商魂―村上浪六という人気作家 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習については、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/リアクションペーパー(20%) 

3 分の 2 以上の出席をしていない場合、成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田潤、２０１６、『地震と文学―災厄と共に生きていくための文学史』、笠間書院 (ISBN:9784305708106) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT337／文学講義 ３３７ 

(Lectures on Literature 337) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学１ 

担当者名 

（Instructor） 
井島 正博(IJIMA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語の時間表現であるテンス・アスペクトの仕組みを解明し、その全体像を概観する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テンス・アスペクトとは、言語の時間的側面に関わる研究分野である。テンスは発話時を現在とし、それ以前を過去、それいごを

みらいとするしくみであり、アスペクトとは基準時において当該動作のどの段階にあるかを示す仕組みである。ここでは、テンス・

アスペクトの仕組みを、現代語を中心に、古典語にも触れながら概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テンス・アスペクトとはどのような研究分野か 

2. テンスの仕組み１ 

3. テンスの仕組み２ 

4. テンスの周辺１ 

5. テンスの周辺２ 

6. 動作態とアスペクト 

7. 動作態の特徴１ 

8. 動作態の特徴２ 

9. アスペクトの仕組み１ 

10. アスペクトの仕組み２ 

11. アスペクトの周辺１ 

12. アスペクトの周辺２ 

13. アスペクトの周辺３ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に提示する著書・論文等を各自で直接読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

毎回出席をとり、８割以上の出席者に対してレポートを課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT338／文学講義 ３３８ 

(Lectures on Literature 338) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学２ 

担当者名 

（Instructor） 
井島 正博(IJIMA MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語のモダリティの仕組みを解明し、その全体像を概観する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モダリティとは、話し手が話題の事柄をどのようなものと位置づけ、また聞き手に対してどのように働きかけるかを表わす研究分

野である。ここでは、そのようなモダリティ表現を、現代語を中心に、古典語も交えながら概観する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 従来のモダリティ研究１ 

2. 従来のモダリティ研究２ 

3. モダリティの枠組み１ 

4. モダリティの枠組み２ 

5. 推量表現１ 

6. 推量表現２ 

7. 推量表現３ 

8. 推量表現４ 

9. 疑問表現１ 

10. 疑問表現２ 

11. 疑問表現３ 

12. 命令表現その他１ 

13. 命令表現その他２ 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に提示する著書・論文等を各自で直接読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

毎回出席をとり、８割以上の出席者に対して学期末にレポートを課す。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT339／文学講義 ３３９ 

(Lectures on Literature 339) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学３ 

担当者名 

（Instructor） 
岡田 薫(OKADA KAORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

室町時代末期の音韻と表記について、様々な資料を用いて検討し、当時の音韻と表記について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

特殊音素である促音・撥音・長音は室町時代に音韻が確立したといわれている。音韻が確立した場合、すぐにその音韻が仮名表

記に現れるのではなく、さまざまな仮名表記の形がとられることが知られている。本講義では、室町時代末期の資料である、キリ

シタン資料、武将の消息・狂言本・軍記物語・仮名文字遣などを用いて、音韻とそれに対応する表記の形成過程についてみてい

く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要 

2. 室町時代の音韻について（１） 

3. 室町時代の音韻について（２） 

4. キリシタン資料の音韻と表記について（１） 

5. キリシタン資料の音韻と表記について（２） 

6. キリシタン資料の音韻と表記について（３） 

7. 武将（豊臣秀吉）の消息の音韻と表記について（１） 

8. 武将（豊臣秀吉）の消息の音韻と表記について（２） 

9. 武将（伊達政宗）の消息の音韻と表記について（１） 

10. 武将（伊達政宗）の消息の音韻と表記について（２） 

11. 狂言本の音韻と表記について 

12. 軍記物語（大かうさまくんきのうち）の音韻と表記について 

13. 仮名文字遣の音韻と表記について 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および毎回のコメント(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

その都度コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 馬渕和夫、1971、『国語音韻論』、笠間書院 (ISBN:ISBN4-305-00018-0) 

2. 岡田薫、2012、『室町時代末期の音韻と表記』、おうふう (ISBN:ISBN978-4-273-03639-3) 

その他、必要に応じて適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT340／文学講義 ３４０ 

(Lectures on Literature 340) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学４ 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小学校～高等学校の国語科における諸問題について、課題解決の糸口として日本語学的アプローチをとることの意義について

理解し、実際に課題解決の方向性を探ることができるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本語学の基礎的知識について、学校教育における学習内容を通してその意義を確認していくものである。「ヘボン式の方が正

しいのに、小学校ではなぜローマ字で『ふ』を『hu』と書かせるのか」「五十音図で『ん』が飛び出ているのはなぜか」「昔の人は濁

点や句読点がないのになぜ困らなかったのか」「濁点の付かない仮名に無理矢理濁点を付けたらどんな音になるのか」「よい和

歌とは何か」等々、ちょっと国語が得意な小学生が抱く素朴な（そしてその多くが高校を卒業しても解決されない）疑問に対して、

日本語学的視点を導入することの有効性を示す。基本的に講義形式で行うが、適宜受講生から意見を聞くことがある。国語が苦

手だった者や国語が得意だった者、高校までの国語の授業で解消されていない疑問がある者等々、幅広い層の受講を歓迎す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 部首 

2. 漢字の読み方 

3. 仮名 

4. 五十音 

5. 記号 

6. ローマ字 

7. 仮名遣い 

8. 語構成 

9. 品詞 

10. 助動詞 

11. 係り結び 

12. 敬語 

13. 慣用句 

14. 和歌 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

専門的な予習は特に必要ないが、各回で扱う内容を中心に、高校までに学んできた国語科の授業について具体的に思い出し、

疑問点をピックアップしておくこと。復習では、授業で示した参考文献やプリントをよく読み込んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

コメントペーパー(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也・木村一・木村義之・陳力衛・山本真吾（編）、2006、『図解日本語』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36242-7) 

2. 沖森卓也・笹原宏之・常盤智子・山本真吾、2011、『図解日本の文字』、三省堂 (ISBN:978-4-385-36480-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT342／文学講義 ３４２ 

(Lectures on Literature 342) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学６ 

担当者名 

（Instructor） 
阿久津 智(AKUTSU SATORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は、日本語の語彙に関するさまざまな知識を身につけることと、語彙を中心に、広く日本語や言語に関する理論や研究

方法の基礎について知ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、日本語の語彙に関する基礎的な知識を学ぶとともに、語彙に関する研究にはどのようなものがあり、それをどう行

うかなどについて、具体例をとおして考えていく。授業は、基本的には、講義形式で進めるが、練習問題や課題などを与えて、受

講生に考えてもらうことも行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：語彙とは 

2. 語彙と文法 

3. 語の形態 

4. 語種 

5. 語構成 

6. 語彙量 

7. 基本語彙 

8. 語彙と意味（1）：意味とは 

9. 語彙と意味（2）：意味関係 

10. 語彙体系（1）：数量詞 

11. 語彙体系（2）：代名詞・指示詞 

12. 語彙体系（3）：親族語彙 

13. 語彙体系（4）：色彩語彙 

14. 語彙体系（5）：感覚語彙・感情語彙 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業前に、テキストの当該箇所を読んでよく理解しておく。余裕があれば、「演習」もやってみる。授業後に、授業で取り上げた点

について、さらに詳しく調べて、理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題等の提出状況および内容(20%)/授業への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 沖森卓也編著、2012、『語と語彙』、朝倉書店 (ISBN:4254515286) 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也ほか、2011、『図解日本の語彙』、三省堂 (ISBN:4385364796) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT344／文学講義 ３４４ 

(Lectures on Literature 344) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学２ 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2400 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

和本の実物に触れ，書誌調査の基礎を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

和本の特徴や近世出版メディアの概略について解説したのち，くずし字解読演習，和本のうち特に版本の現物を用いた書誌学実

習をくりかえし行う。書誌学の基本を学ぶとともに，近世のさまざまなジャンルの文学作品を翻刻・調査することにより，ジャンル毎

の特徴や造本形式の違いについても理解する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法等について） 

2. 近世版本のさまざま―講義 

3. くずし字解読の方法について―講義 

4. くずし字解読演習１ 

5. くずし字解読演習２ 

6. くずし字解読演習３ 

7. くずし字解読演習４ 

8. くずし字解読演習５ 

9. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方１―講義 

10. 資料検索・閲覧の方法と書誌のとり方２―講義 

11. 書誌学実習１ 

12. 書誌学実習２ 

13. 書誌学実習３ 

14. まとめ 

＊授業の内容と順番は適宜変更する可能性があります 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に適宜指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/くずし字テスト(40%)/書誌カードの作成(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 笠間影印叢刊刊行会、1994、『字典かな-出典明記・改訂 版』、笠間書院 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣庭基介・長友千代治、1998、『日本書誌学を学ぶ人のために』、世界思想社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT345／文学講義 ３４５ 

(Lectures on Literature 345) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文献解読１ 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『徒然草』の講読を通じて、日本の文学と歴史の認識を深める。 

『徒然草』の成立した、鎌倉時代後期の時代相を中心に、その前に位置する平安時代から鎌倉時代前・中期の文学とその背景、

さらには『徒然草』が読まれるようになっていった、室町時代後期から江戸時代、さらには現代までの享受の様相を知ることを目

標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『徒然草』を講読する。中学・高校を通じて、ほとんどの人が一度は触れたことのあるはずの『徒然草』であるが、実はまだまだ興

味深い章段が多数存在する。それを頭から通読することで、これまで知られなかった『徒然草』の魅力を明らかにしていく。作者の

兼好の生きた時代、鎌倉時代後期とその１００年ほど前の鎌倉時代前期の話題、さらには鎌倉時代後期から見た平安時代や鎌

倉時代前期へのまなざしは、実は現代の我々と非常に近いものがある。また、兼好という人物の描写する人間の様子は、それが

鎌倉時代の話題であるとは俄に信じがたいほど、現代にも通じる共通のテーマを取り上げている。これらを講読することで、日本

の文学とその背景としての中世日本の姿の一端を知ることになるであろう。また『徒然草』が徐々に各方面に浸透していった室町

時代後期から江戸時代にかけての様相も同時に見ていきたい。さらには、この『徒然草』が近代を通じてどう読まれ、現代に於い

てどう読まれ続けているか、を通覧したいと思う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに ― 『徒然草』とその時代、文学史と歴史の時代区分 

2. 『徒然草』とは ―作者、兼好法師とその伝記 

3. 『徒然草』の成立 ―序段から 

4. 『徒然草』の展開 前半部分の章段から 

5. 兼好法師の誕生と『徒然草』 

6. 『徒然草』の時代 ―兼好の生きた鎌倉時代後期① 

7. 『徒然草』の時代 ―兼好の生きた鎌倉時代後期② 

8. 『徒然草』以前① ―『徒然草』の中に描かれる、平安時代とその文学 

9. 『徒然草』以前② ―『徒然草』の中の、院政期 

10. 『徒然草』以前③ ―『徒然草』の見る、鎌倉時代の始まり 

11. 『徒然草』以後と兼好 ―建武の新政、南北朝 

12. 『徒然草』の享受史 ―室町時代中期までの、兼好法師と『徒然草』 

13. 『徒然草』の発見とひろまり ―室町時代後期の『徒然草』から、江戸時代の人気 

14. おわりに ―『徒然草』とは 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

中学・高校までの「日本史」の教科書の、特に鎌倉時代までについて、復習してくること。事前に予告するので、講読する予定の

章段については、予習してくることが望ましい。また『国語便覧』なども、あれは通覧してくることが望ましい。また、テキスト・配布

資料には積極的にメモを残すように。それが、最終的な知識向上に繋がる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/小テスト(40%)/受講態度(20%) 

とにかく、手を動かしながら講義を「聴く」こと。リアクションペーパーへのコメントも評価基準とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小川剛生、2015、『徒然草』、株式会社 KADOKAWA (ISBN:9784044001186) 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で適宜紹介、指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AT511 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT512 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 983 - 

■AT513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT516 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT517 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 988 - 

■AT518 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT519 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究１ 

(Research and Report for Thesis Writing1) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 990 - 

■AT522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 991 - 

■AT523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 993 - 

■AT525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 994 - 

■AT526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 995 - 

■AT527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 996 - 

■AT528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文（制作）予備研究２ 

(Research and Report for Thesis Writing2) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL3843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

４年次での卒業論文（制作）に着手する前に、その心構えや基本的な方法について学習する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

必要に応じて個別ないしグループで教員の助言を受ける。卒業論文のテーマを決め、テーマにそった調査・研究を進めて行くた

めに、教員の助言・指導を受けながら卒業論文執筆への準備を進めるとともに達成すべき目標を段階を追って設定し実践してい

く。担当教員により、グループでの中間発表・討議をする場合、個別面談指導を併用する授業形態、もっぱら個別面談指導を重

ねていく授業形態などさまざまなやり方がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導１ 

2. 指導２ 

3. 指導３ 

4. 指導４ 

5. 指導５ 

6. 指導６ 

7. 指導７ 

8. 指導８ 

9. 指導９ 

10. 指導１０ 

11. 指導１１ 

12. 指導１２ 

13. 指導１３ 

14. 指導１４ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

担当教員の指示に従うこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT781／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT782／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT783／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT784／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT785／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT786／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT787 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT787／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AT788 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AT788／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU011 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ａ 

(Introductory Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古典を含む多様なテクストに親しむ 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文芸作品、思想的文章など多くの古典的作品を読破する。作品についての自分の評価を作成し，他人に説得できる形で文章化

できる。客観的なレポート表現のための手法を使うことができる。他人の発表を聞き，自分の評価との異同を認識し，それに対す

る自分の態度を形成できる。作品の評価について，議論ができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎週１作品ずつ課題作品を読み，それについて毎回Ａ４用紙１枚で自分のコメントを作成して発表する。毎回出席者全員に発表

機会がある。自分の発表と他人の様々な発表を聞き比べながら，自分の表現力，発表力を客観的に評価する。文芸・思想専修

での学習の基礎を形成する授業。最後に 4000 字程度の最終レポートを提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：自己紹介。作品の読み方。レポート・ジュメの作り方。 

2. 夏目漱石『坊ちゃん』(新潮文庫) 

3. 竹内洋『教養主義の没落』(中公新書) 

4. ヘルマン・ヘッセ『車輪の下』(高橋健二訳・新潮文庫) 

5. 大江健三郎『死者の奢り』(新潮文庫) 

6. 鷲田清一『哲学の使い方』(岩波新書) 

7. 武者小路実篤『友情』(新潮文庫) 

8. フリードリヒ・ニーチェ『ツァラツストラはこう語った(上)』(岩波文庫) 

9. 三島由紀夫『金閣寺』(新潮文庫) 

10. 国木田独歩『牛肉と馬鈴薯・酒中日記』(新潮文庫) 

11. ジャン＝ポール・サルトル『実存主義とは何か』(プリント) 

12. 小林秀雄『様々なる意匠』(『Ｘへの手紙・私小説論』新潮文庫) 

13. レポートの書き方練習・レポート課題発表 

14. まとめと振り返り：最終レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

次回の課題作品を読み，A4 版用紙１枚の小レポート(コメント) を作成して，授業中にその内容を口頭で発表し，最後に提出す

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論参加度(20%)/小レポート内容(50%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各回の課題作品がテキストとなる。必ず入手すること。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

自分独自の読解ができることが重要。そして，その根拠を明示できることが大切。客観的に，他人に理解できるように表現しようと

努力すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU012 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｂ 

(Introductory Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近代文学を文庫本で読む 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学の代表作を評論とともに読み解く。文学および評論を読む勘所を養いつつ、レジュメ作成や図書館での文献探索の方

法を学ぶことを大きな目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀の日本文学の輪郭を大づかみにするために、毎回短い文庫本を一冊ずつ読んでいく。毎回、担当者の発表の後にディス

カッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

3. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

4. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

5. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

6. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

7. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

8. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

9. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

10. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

11. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

12. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

13. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

14. 講師の解説＆担当者発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、短い文庫本を一冊読んで、ミニレポートを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業の参加度(30%)/発表内容(30%)/毎回の課題提出(40%) 

３回以上の欠席は履修の意図がないものとみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU013 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｃ 

(Introductory Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学理論の入門を学び、分析的な「読み」、「書き」、「話し」、「聞く」力を養う。 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学理論の入門的テキストを読み、分析的なアプローチを自分たちのものにする。理論的な読み方、アカデミックな書き方、議論

の場での話し方、聞き方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品を分析し、論理だった思考を紡ぎだすための方法論を学ぶ。分析するとは何かを考えるために理論的なテキストを読

み、具体的な作品分析の実践を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、テキスト配布、グループ・分担決定 

2. 図書館講習（１） 

3. 図書館講習（２） 

4. 文学理論の基礎（１） 

5. 文学理論の基礎（２） 

6. 文学理論の基礎（３） 

7. 文学理論の基礎（４） 

8. 文学理論の基礎（５） 

9. 文学理論の実践（１） 

10. 文学理論の実践（２） 

11. 文学理論の実践（３） 

12. 文学理論の実践（４） 

13. 文学理論の実践（５） 

14. 全体総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ報告なので、報告担当グループはグループ内で事前にサブゼミ等でテクスト分析を行ったうえでレジュメをまとめ、報告

すること。また報告担当に当たっていない回にも、各自事前にテクストを読み、質問やトピック等を必ず複数あげておくこと。 また

小レポートを課す予定。 

学期末レポートの条件は、①4,000 字程度、②タイトルを明記、③注と参考文献表を必ずつける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告内容(30%)/演習・議論への参加度（小レポートを含む）(40%) 

一定以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 前田愛、1993、『文学テクスト入門』、ちくま学芸文庫 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田愛、2003、『近代文学の女たち』、岩波現代文庫 

2. 蓼沼正美、2015、『超入門！現代文学理論講座』、ちくまプリマー新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU014 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ１ｄ 

(Introductory Seminars F1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
論理的な文章を正確に読む。及びレジュメ・レポートの書き方習得 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

読む・聞く・話す・書く能力の涵養。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストについて受講者がレジュメを作成し報告、それに基づいて討論を行う。合わせて文献資料の探し方、レジュメ・レポートの

書き方も指導する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、報告の分担決定、テキスト配布 

2. 図書館講習その１ 

3. 図書館講習その２ 

4. 文献探索の実践 

5. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 杉田敦「二分法の暴力」 

6. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 若桑みどり『戦争がつくる女性像――第二次世界大戦下の日本女性動員の視覚的

プロパガンダ』より「非戦闘員としての女性が戦時に担う一般的役割」 

7. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 小森陽一編『編成されるナショナリズム』より「黄禍論と優生学」 

8. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 岡真理『彼女の「正しい」名前とは何か』より「『第三世界』と『西洋フェミニズム』」、「カ

ヴァリング・ウーマン、あるいは女性報道」 

9. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 丸山真男『現代政治の思想と行動』より「軍国支配者の精神形態」 

10. テキスト精読（報告・質疑応答・討論） 上野千鶴子『近代家族の成立と終焉』より「日本型近代家族の成立」 

11. 予備日（報告が１日で終わらない場合、ないしは報告やり直しに備えて） 

12. 予備日 

13. レポートの書き方指導 

14. レポート相談・提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

事前にテキストを読んで、質問やコメントを考えてくる。図書館講習の後は、実際に文献検索を行ってみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業参加度(20%) 

三分の一以上の欠席は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉田敦、２００５、『境界線の政治学』、岩波書店 

2. 若桑みどり、１９９５、『戦争がつくる女性像』、筑摩書房 

3. 小森陽一編、２００２、『編成されるナショナリズム』、岩波書店 

4. 岡真理、２０００、『彼女の「正しい」名前とは何か』、青土社 

5. 上野千鶴子、１９９４、『近代家族の成立と終演』、岩波書店 

丸山真男『現代政治の思想と行動』（未来社、１９６４年）も使用。テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU021 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ａ 

(Introductory Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
個人からみる社会・歴史・思想 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特定の分野にとらわれず、多様なジャンルの文献に親しむこと。 

レポートの書き方を習得すること 

思想、個人の生、社会・歴史的状況の関係を多角的に考えられるようになること。 

個人を見る見方を豊かにすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、多様なジャンルの文献講読を進める。歴史学、哲学・思想、思想史、文化人類学、文学など専門領域を異にする

著者による、批評や評伝を乱読ながら、専門とする分野だけでなく、隣接分野のテクストも読み解く力を養う。具体的には、特定の

個人を論述対象としたテクストを読む。個人に焦点を当てるテクストを読むことによって、理論や思想を内容からだけでなく、それ

らがかたちづくられていく社会・歴史的状況も併せて理解することの意義も併せて学んでいきたい。 

また期末レポートの提出が受講者には求められる。授業ではレポートの書き方について、話をしたり講読する機会も設けるほか、

適宜、期末レポート作成に向けた課題をだす。セメスターの期間を十分に使ってレポートを書く準備をするためにも、授業に積極

的に参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. レポートの書き方 1 講読 

3. 講読・ディスカッション 1 

4. 講読・ディスカッション 2 

5. 講読・ディスカッション 3 

6. 講読・ディスカッション 4 

7. レポートの書き方 2   講読 

8. 講読・ディスカッション 5 

9. 講読・ディスカッション 6 

10. 講読・ディスカッション 7 

11. レポートの書き方 3 ディスカッション 

12. 講読・ディスカッション 8 

13. 講読・ディスカッション 9 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

指定するテクストの事前講読 

そのほか授業中に指示する作業 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

最終レポートは 6000 字程度。そのレポート作成に向けて、授業を通して少しずつ準備をしてほしい。 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に連絡する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜連絡する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU022 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｂ 

(Introductory Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東日本大震災の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
神子島 健(KAGOSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

課題の短編小説の読解を通して、小説テクストをその背後にある社会的事象や思想的課題と関連付けて考察できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

東日本大震災をテーマとして書かれた短編集を精読し、小説の読解に慣れるとともに、現代の日本社会を考える上で重要な事象

である東日本大震災について、多様な観点から考察する。また、レポートの基本的な書き方を身に着け、考察をふまえたレポート

を執筆する。 

履修者による報告と全員による討論を中心に行い、必要に応じて教員が講義などの補足を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 担当の割り当てなど 

2. 演習 1 高橋克彦「さるの湯」(1) 

3. 演習 2 高橋克彦「さるの湯」(2) 

4. 演習 3 久美沙織「長靴をはいた犬」(1) 

5. 演習 4 久美沙織「長靴をはいた犬」(2) 

6. 途中のまとめと討論 今後の報告についての相談 

7. 演習 5 澤口たまみ「水仙月の三日」(1) 

8. 演習 6 澤口たまみ「水仙月の三日」(2) 

9. 演習 7  演習 7～11 の内容は、授業進行に合わせて相談して決めます。 

10. 演習 8 

11. 演習 9 

12. 演習 10 

13. 演習 11 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は担当作品を分析したレジュメを用意し、発表する。それ以外の参加者も作品を読んできていることを前提として演習を行

う。各回、簡単な事前課題とリアクションペーパーを提出してもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(presentation)(30%)/課題及び討論への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 道又力 編、2015、『あの日から : 東日本大震災鎮魂岩手県出身作家短編集』、岩手日報社 (ISBN:978-4-87201-415-0) 

演習の課題として読む本なので、必ず事前に購入しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷川俊太郎、多和田葉子ほか、2012、『それでも三月は、また』、講談社 (ISBN:978-4062175234) 

2. 柳田国男、1976、『遠野物語・山の人生』、岩波文庫 (ISBN:978-4003313817) 

3. 吉村昭、2004、『三陸海岸大津波』、文春文庫 (ISBN:978-4167169404) 

4. 朝日新聞盛岡総局編、2015、『復興とは―3・11 その時そして 遠野収録版』、ツーワンライフ出版 (ISBN:978-4907161446) 

5. 塩崎賢明、2014、『復興〈災害〉－阪神・淡路大震災と東日本大震災』、岩波新書 (ISBN:978-4004315186) 

6. 内山節、2012、『内山節のローカリズム原論―新しい共同体をデザインする』、農山漁村文化協会 (ISBN:978-4540121210) 

7. リアスアーク美術館、2014、『東日本大震災の記録と津波の災害史図録：リアス・アーク美術館常設展示図録』、リアスアーク

美術館 

『それでも三月は、また』は品切れ中であるが、中古が大量に出回っている。 

柳田国男のものは、「遠野物語」であればよいので、他の文庫等でも可。 

リアスアーク美術館のものは、一般の書籍ではないため、同美術館での郵送販売のみ。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

課題提出等は、内容によって紙ベースのものと、Blackboardを利用するものとを分ける予定である。イントロダクションの際に説

明する。 

 

何回か、震災に関する映像素材を用いる予定である。 

Blackboard を通じて、最終レポートに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU023 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｃ 

(Introductory Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
さまざまなテクストの分析、論文の書き方の習得 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品を含むさまざまなテクストとそれに対する研究論文や批評文を取り上げながら、単なる感想ではなく理論的な分析を行う

とはどのようなことかを学び、自分の力でテクストを分析し論文を書くことができるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文学作品を中心に、精読に堪える比較的短いテクストと、それについて論じた研究論文や批評文とをセットとして扱い、論文の論

旨を批判的に検討しながら理論的な分析の方法を学んでいく。同時並行的に、各参加者が対象を選定し、テーマを設定し、参考

文献を収集し、構成を考え、論文を執筆するというプロセスを進めていく。教室内でのグループ作業や文章の相互添削も適宜取り

入れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：参加者の確認、授業の進め方の説明 

2. テクスト批評のしかた（研究論文を対象にした批評を想定して） 

3. 分析実践 1-1 

4. 分析実践 1-2 

5. 分析実践 2-1 

6. 分析実践 2-2 

7. 論文の書き方（論文の要件、問いの設定、文献調査、構成、論理的な文章、形式の整備）：関係項目はその後の授業で随

時取り上げる。 

8. 分析実践 3-1 

9. 分析実践 3-2 

10. 分析実践 4-1 

11. 分析実践 4-2 

12. 分析実践 5-1 

13. 分析実践 5-2 

14. 全体総括、最終レポート（論文）相談 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則として、各回の対象テクストについて読解や分析を行った予習メモを用意してくることが必要。授業終了後に提出してもらう。

その他の宿題を出すこともある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(30%)/報告内容(30%) 

最終レポートは、注と参考文献表のある 6,000 字程度の論文とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

コピー配付。購入の必要が生じたときは別途指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU024 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習 Ｆ２ｄ 

(Introductory Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文章表現法 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW1810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文章を正確に理解する読解力、自分の感じ考えたことを口頭で明確に伝える力、論理的な文章で自分の思考を表現する力を養

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短めの批評文や短篇小説を読み、全員が毎回、小レポートを書いてくる。また、毎回担当者（2名から 3 名）が、それらの課題文

章のレジュメを作り、全員に配布し、内容紹介および感想を口頭で発表する。それにもとづいて、全員で議論を行なう。学期末に

提出するレポート（6000 字）を作成のために、参考文献表の作り方、註の付け方などのアカデミック・ライティングの基礎を学ぶ。

文芸・思想専修が推薦する読書リストが配布され、毎回の課題とは別に、必要に応じて課題図書が出される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（担当者を決める） 

2. 批評的文章を読む（１） 

3. 批評的文章を読む（２） 

4. 短篇小説を読む（１） 

5. 短篇小説を読む（２） 

6. 批評的文章を読む（３） 

7. 批評的文章を読む（４） 

8. レポートを書いてみよう 

9. 短篇小説を読む（３） 

10. 短篇小説を読む（４） 

11. 批評的文章を読む（１） 

12. 批評的文章を読む（２） 

13. 短篇小説を読む（３） 

14. 短篇小説を読む（４） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

教材および課題図書を必ず読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および議論への参加(40%)/発表内容(30%)/6000 字のレポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。また、課題図書についてはリストを配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU031 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU032 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU033 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU034 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU035 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU036 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文（制作）予備演習 

(Seminars in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文ないしそれに準ずる文章を作成するうえで必要な論理的思考と構成力を鍛練する。12000 字程度のまとまった文章を作

成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を書く場合も，また卒業制作を作成する場合も， 論理的な文章を読解し，その構造を理解すること，また， みずから論

理的な文章を構成し，プレゼンテーションするノウハウを身につけておくことが必要である。本演習で 

は，文章作成上の技術的な作法を学び，自分だけにわかる文章ではなく，読み手を説得することのできる文章を構成する能力の

鍛練を目的とする。また，本演習は，卒論やそれに準ずる文章を作成するためのベースを構築する演習であるので，本演習の担

当教員と 4 年次の卒論(制作)指導教員は必ずしも同一でなくてもよい。途中で他の教員のクラスとの合同授業も行う。最終レポ

ートとして卒業論文(制作)予備論文(12000 字程度)を提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：予備論文と卒業論文(制作)とのつながり 

2. 発表と討論１ 

3. 発表と討論２ 

4. 発表と討論３ 

5. 発表と討論４ 

6. 合同授業期間１ 

7. 合同授業期間２ 

8. 合同授業期間３ 

9. 合同授業期間４ 

10. 合同授業期間５ 

11. 発表と討論５ 

12. 発表と討論６ 

13. 発表と討論７ 

14. まとめと卒業論文(制作)予備論文の提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自の発表のために，Ａ４版１枚以上の資料を作成する。テーマ，目次案，参考文献表を必ず含むこと。また，教員の指示による

宿題も行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(発言回数＋発言内容)(40%)/発表報告内容(20%)/卒業論文(制作)予備論文(40%) 

一定数以上の欠席や遅刻は失格になるので注意！ 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントや資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要があれば授業中に指定する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本授業で制作する予備論文の提出が，4 年次の卒業論文(制作)指導演習を履修登録するための前提となるので注意すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１ 

(Seminars F1) 

担当者名 

（Instructor） 
今村 純子(IMAMURA JUNKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「批評」の感受性と想像力の陶冶を目標としています。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 ある作品に出会ったとき、その作品を真に「受け取る」とはいかなることを意味するでしょうか。それはおそらく、作家が潜ってい

った海底の深さまで自らも沈潜し、そこで肌でつかみとったものを、ふたたび表現することによると言えるでしょう。そのときわたし

たちは、出会ったことのない作家の魂そのものに触れるのと同時に、自分自身がある方向に突き動かされるという経験をするの

ではないでしょうか。 

 この演習では、シモーヌ・ヴェイユの最重要のテキストを題材として、とりわけ、「文体」のリズム・息遣いに留意しつつ、学術文献

の精読、抽象、敷衍とその表現について学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 「グリム童話における六羽の白鳥の物語」 

3. 「美と善」（１） 

4. 「美と善」（２） 

5. 「工場生活の経験」 

6. 「『イーリアス』あるいは力の詩篇」（１） 

7. 「『イーリアス』あるいは力の詩篇」（２） 

8. 「奴隷的でない労働の第一条件」（１） 

9. 「奴隷的でない労働の第一条件」（２） 

10. 「神への愛と不幸」（１） 

11. 「神への愛と不幸」（２） 

12. 「人格と聖なるもの」（１） 

13. 「人格と聖なるもの」（２） 

14. 全体のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

 毎回、テキストの当該箇所を精読し、テキストの抽象と比喩を自分なりに捉えて授業に臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・積極性(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. シモーヌ・ヴェイユ著、今村純子編訳、2018、『シモーヌ・ヴェイユ アンソロジー』、河出文庫 

2. 本多勝一著、2015、『日本語の作文技術』、朝日文庫 (ISBN:978-4022618450) 

 

参考文献（Readings） 

 授業中に多数、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２ 

(Seminars F2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戦後日本の文学と思想 野坂昭如『火垂るの墓』を題材に 

担当者名 

（Instructor） 
神子島 健(KAGOSHIMA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

戦争の記憶に関わる小説テクストを、歴史的背景や他の思想・文学テクストと関連付けて考察できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中心的に取りあげるテクストは、野坂昭如『火垂るの墓』所収の短編である。題材となっている戦争の記憶（ここでは特に空襲や

焼跡の記憶)は、戦後日本の文学や思想を考える上で一つの重要なテーマである。 

小説自体はどれも短いが、テクストの構造はそれぞれに複雑である。それを踏まえた上で、小説の舞台となった時空間、発表さ

れた当時の言説状況など、テクストの背後にあるものと合わせて作品を分析できるようになることを目指す。課題の小説だけでな

く、関連した思想・文学テクスト、時代背景を考えるための諸研究などを読むことが求められる。 

履修者による報告と全員による討論を中心に授業を行い、必要に応じて教員が補足する。最終レポートは、課題の作品だけでな

く、諸研究や他のテクストをふまえて書くことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 担当の割り当てなど 

2. テーマについての概説 

3. 演習 「火垂るの墓」(1) 

4. 演習 「アメリカひじき」 (1) 

5. 演習 「焼土層」(1) 

6. 演習 「死児を育てる」(1) 

7. 演習 「ラ・クンパルシータ」 (1) 

8. 演習 「プアボーイ」(1) 

9. 演習 「火垂るの墓」(2) 

10. 演習 「アメリカひじき」 (2) 

11. 演習 「焼土層」(2) 

12. 演習 「死児を育てる」(2) 

13. 演習 「ラ・クンパルシータ」 (2) 

14. 演習 「プアボーイ」(2) 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

報告者は担当部分を分析したレジュメを用意し、発表する。必要に応じて、担当部分に出てくる関連文献を調べてくること。それ以

外の参加者もその部分を読んできていることを前提として演習を行う。各回、簡単な事前課題とリアクションペーパーを提出しても

らう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/課題及び討論への貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野坂昭如、1972、『アメリカひじき・火垂るの墓』、新潮文庫 (ISBN:978-4101112039) 

2. 野坂昭如、1980、『戦争童話集』、中公文庫 (ISBN:978-4122041653) 

3. 河出書房新社編集部編、2016、『野坂昭如 (KAWADE夢ムック 文藝別冊)』、河出書房新社 (ISBN:978-4309978857) 

4. 野坂昭如、2010、『「終戦日記」を読む』、朝日文庫 (ISBN:978-4022616760) 

5. 野坂昭如、2000、『ひとでなし』、中公文庫 (ISBN:978-4122037106) 

『アメリカひじき・火垂るの墓』は、演習の課題として読む本なので、必ず事前に購入しておくこと。2003 年に出た改版（最新版）が

望ましい。 

※同文庫のこれより前のバージョンでも大丈夫だが、ページ数がずれるので授業の時多少不便になる。ポプラポケット文庫にも

『火垂るの墓』があるが、新潮文庫版に収録されている他の短編も使うため、新潮文庫を購入すること。 

 

参考文献（Readings） 
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1. スタジオジブリ、文春文庫編、2013、『ジブリの教科書 4 火垂るの墓』、文春文庫 (ISBN:978-4168120039) 

2. ジョン・W・ダワー、ガバン・マコーマック、2014、『転換期の日本へ』、NHK出版新書 (ISBN:978-4140884232) 

3. 油井大三郎、2007、『なぜ戦争観は衝突するか―日本とアメリカ』、岩波現代文庫 (ISBN:978-4006001742) 

4. 石井光太、2017、『浮浪児 1945－: 戦争が生んだ子供たち』、新潮文庫 (ISBN:978-4101325378) 

5. 吉田敏浩、2006、『反空爆の思想』、NHKブックス (ISBN:978-4140910658) 

6. 小田実、2008、『「難死」の思想』、岩波現代文庫 (ISBN:978-4006031688) 

7. 坂口安吾、2008、『堕落論・日本文化私観』、岩波文庫 (ISBN:978-4003118214) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

課題提出等は、内容によって紙ベースのものと、Blackboardを利用するものとを分ける予定である。イントロダクションの際に説

明する。 

 

Blackboard を通じて、最終レポートに対するフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ３ 

(Seminars F3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の翻訳論を読む 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 公美(MORI KUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

明治以降の日本の翻訳論を読み、翻訳に対するさまざまな考え方や翻訳が日本の文学に与えた影響、歴史的な変遷について

知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

翻訳という営為が孕む様々な問題（翻訳の影響、翻訳者の立場、文体の問題、文化の越境等）について、様々な立場や考え方を

知ると共に、議論を通して考察を深める。課題テクストの輪読、要点整理とそこで扱われている問題についての議論が中心とな

る。基本的には指定テクストに収められた文章を扱うが、受講生の希望によっては、それ以外の文献も扱う可能性がある。翻訳

演習ではないので、実際に翻訳をしてもらうことはしないが、複数の翻訳がある作品を比較して翻訳者の立場による違いを考える

こともする予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：授業概論と分担（翻訳について各自の関心について簡単に自己紹介をしてもらい、テクストの分担を決める） 

2. 概論：日本における翻訳の歴史的前提 

3. 報告と議論：『日本の翻訳論』から担当する文章を担当者がまとめて報告し、そこで提起されている問題について全員で議

論する。 

4. 報告と議論 

5. 報告と議論 

6. 報告と議論 

7. 報告と議論 

8. 報告と議論 

9. 報告と議論 

10. 報告と議論 

11. 報告と議論 

12. 報告と議論 

13. 報告と議論 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

初回の授業で分担を決めるので、それまでに指定テクストを入手し、関心のある部分を選んでおくこと。３回目以降の授業では、

毎回、担当者に分担箇所の要点をまとめたレジュメをもとに報告してもらうが、テクストは全員があらかじめ読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当箇所の報告(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柳父章ほか（編）、2010、『日本の翻訳論 アンソロジーと解題』、法政大学出版局 (ISBN:4588436163) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ４ 

(Seminars F4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語による言語表現演習 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

批評的な読解力を身につける。 

みずからの考えを文章で表現する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期中に、3 回、与えられた主題について、各自が 800 字から 1200 字程度の文章を書いてくることが求められる。提出された文

章を講師が添削をして、授業で配布し、それに講評を加える。また、毎回リアクションペーパーで、発表者の文章に対する感想を

書いてもらう。教材は適宜配布する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

課題（１）自己紹介文を書く 

2. 文章の技法について学ぶ（１） 

3. 文章に技法について学ぶ（２） 

4. 課題１の講評 

課題２ 

5. 文章に技法について学ぶ（３） 

6. 文章に技法について学ぶ（４） 

7. 文章に技法について学ぶ（５） 

8. 課題２の講評 

課題３ 

9. 文章に技法について学ぶ（６） 

10. 文章に技法について学ぶ（７） 

11. 文章に技法について学ぶ（８） 

12. 課題３の講評 

書き直しへの助言（1） 

13. 書き直しへの助言（2） 

14. 書き直しをしたもの講評 

まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示された課題図書は必ず読んでくること。 

授業以外の時間に本を読むことが重要である。授業中に読書リストを配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/提出物の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤典洋、1996 年、『言語表現法講義』、岩波書店 

2. 鶴見俊輔、2013 年、『文章心得帳』、ちくま学芸文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ５ 

(Seminars F5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の近現代と知識・教養について考える 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト講読を通して日本の近代及び現代の問題を考える。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的な議論展開の仕方

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者はレジュメを作成し報告、それに基づいて質疑応答と討論を行う。 

授業時間内に、レポート・論文執筆に必要な資料収集、文章技術、書き方等の指導も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『教養主義の没落』精読 

3. 『教養主義の没落』精読 

4. 『教養主義の没落』精読 

5. 『教養主義の没落』精読 

6. 全体をふりかえっての討論・レジュメの書き方指導 

7. 『戦時期日本の精神史』精読 

8. 『戦時期日本の精神史』精読 

9. 『戦時期日本の精神史』精読 

10. 『戦時期日本の精神史』精読 

11. 『戦時期日本の精神史』精読 

12. 『戦時期日本の精神史』精読 

13. 『戦時期日本の精神史』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。報告担当者はレジュメを人数分用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

3 分の 1 以上の欠席は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 竹内洋、2003、『教養主義の没落』、中公新書 

2. 鶴見俊輔、1982、『戦時期日本の精神史』、岩波書店 

3. 斎藤孝、1977、『学術論文の技法』、日本エディタースクール出版部 

テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ６ 

(Seminars F6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人類学とイメージ論 

担当者名 

（Instructor） 
近藤 宏(KONDO HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを通して、身近にはないものについて想像し考える仕方を習得すること。身近にはないものを理解するにあたって、既に

身に着けている考え・見方に引き付け対象を変形するのではなく、既に身に着けている考え方を変形する、という方法についてイ

メージを持つこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人類学は、西洋で生まれた学問だが西洋以外の場所で形成された習慣等について考えをめぐらしてきた。「イメージ」や「記憶」と

いう西洋にもある事象を扱った人類学的議論は、自分たちの知るものにも似てもいるがずれたところのある習慣などをどのように

考えるのかということを、この授業では考える。 

造形、絵画、イメージ、偶像などはいったい何を為すのか。それらと言葉はどのような関係にあるのか。西洋以外の場所で見られ

る（た）多様な慣習は、こうした問いを喚起する。そうしたなじみのない慣習や事象は、いかに理解されているのか。こうした問いを

もって、文献講読を行う。対象となる文献は『キマイラの原理』（カルロ・セヴェーリ）である 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 人類学におけるイメージ論 

3. 講読 1 ディスカッション 

4. 講読 2 ディスカッション 

5. 講読 3 ディスカッション 

6. 講読 4 ディスカッション 

7. 講読 5 ディスカッション 

8. 前半まとめ 

9. 講読 1 ディスカッション 

10. 講読 2 ディスカッション 

11. 講読 3 ディスカッション 

12. 講読 4 ディスカッション 

13. 講読 5 ディスカッション 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読なので指定されたテクストは必ず事前に呼んでくること。ディスカッションの準備をすること。 

そのほかについては授業時に適宜指示をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. カルロ・セヴェーリ、2017、『キマイラの原理』、白水社 (ISBN:4560095558) 

 

参考文献（Readings） 

適宜、授業中に指示をします 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ７ 

(Seminars F7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語による言語表現演習 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さまざまな小説の技法に慣れ親しむ。 

批評的な読解力を身につける。 

批評的な文章を書く力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大岡昇平の『現代小説作法』（ちくま学芸文庫、2014 年）を精読する。原則として、2 章ずつ読んでいき、担当者（2 名）が、各章に

ついてのレジュメを作成・配布し、内容について報告を行なう。それに基づき、全員で議論を行なう。また、適宜、課題図書が提示

され、それについて、授業で得られた知見をもとに、書評や批評的エッセイを書くことが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 『現代小説作法』を読む。第一章、第二章 

3. 『現代小説作法』を読む。第三章、第四章 

4. 『現代小説作法』を読む。第五章、第六章、第七章 

5. 『現代小説作法』を読む。第八章、第九章 

6. 『現代小説作法』を読む。第十章、第十一章 

7. 『現代小説作法』を読む。第十二章、第十三章 

8. 『現代小説作法』を読む。第十四章、第十五章、第十六章 

9. 『現代小説作法』を読む。第十七章、第十八章 

10. 『現代小説作法』を読む。第十九章、第二十章 

11. 『現代小説作法』を読む。第二十一章、第二十二章 

12. 『現代小説作法』を読む。第二十三章、第二十四章 

13. 『現代小説作法』を読む。第二十五章 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示された課題図書は必ず読んでくること。 

また、読書リストが配布されるので、それを参考に各自読書を行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(30%)/発表内容(30%)/提出物の内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大岡昇平、2014、『現代小説作法』、ちくま学芸文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ８ 

(Seminars F8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更前】「小説」の各種技術ポイント――テクストに固有の現実 

【変更後】現代文学を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

2018 年 6 月 29 日付変更（担当者変更のため） 

【変更前】渡部 直己(WATANABE NAOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
授業の内容、授業計画、成績評価方法・基準については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更前】テクストが現実を再現するという素朴な信頼が容易に跡を絶たぬためか、「思ったまま、感じたままに、素直に書けばよ

い」といった作文教育が一部でなお幅を利かせている現状がある。だが、たとえば、「それから三年後」という言葉を読むのに、実

際に三年の時間を費やす者はいないし、「素直に」書けば誰もが作家やエッセイストになれるわけでもない。かかる信頼や高校

「現代国語」的指導法（および、これらに由来する観念的誤謬や技術的停滞）にたいする批判を機軸となす本演習は、「現実」の

反映ではない、いわば「テクストに固有の現実」の諸相を具体的に検討する作業を通して、「小説」の「プロ」的な読み方・書き方を

伝授し、今後何らかの形で「言葉」と本格的にまみれようとする諸君の未来に資するものである。 

 

【変更後】２０世紀の文学においては三人称客観のリアリズムに疑義が投げかけられる一方、さまざまな語りの技術が見られるよ

うになった。本演習では村上春樹、川上弘美、小野正嗣、マルケス、コルタサル、マキューアン、イシグロ等を素材にして、現代文

学の表象の技術について詳しく分析する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更前】「小説」における各種技術ポイントの具体的分析と応用。 

 

【変更後】毎回一作ずつ小説の分析的読解。後半では文学評論の書き方もレクチャーする予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更前】序：高校「現代国語」からの脱却 

【変更後】序 

2. 【変更前】近接の原理１：テクストにおける近さと類似の問題 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

3. 【変更前】同２：フレーザー『金枝篇』による確認 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

4. 【変更前】比喩の構造１：隠喩の憑依（ヒッチコック『北北西に進路を取れ』による確認） 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

5. 【変更前】同２：換喩の亡霊化（ゴーゴリ『外套』、芥川龍之介『歯車』による確認） 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

6. 【変更前】人称構造と焦点化技術 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

7. 【変更前】課題作文添削 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

8. 【変更前】多義性――夏目漱石『夢十夜』第一夜による確認 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

9. 【変更前】心内語――夏目漱石『夢十夜』第三夜による確認 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

10. 【変更前】黙説法 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

11. 【変更前】物語の時間性 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

12. 【変更前】小説における描写の機能と意義１（フローベール『ボヴァリー夫人』による確認） 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

13. 【変更前】同２ 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

14. 【変更前】まとめ 

【変更後】担当者の発表＆ディスカッション 

 



 - 1031 - 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

【変更前】授業時間外の学習に関することがらは、必要に応じて別途指示する。 

【変更後】担当者はレジュメの準備。他の参加者も精読が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/評論の達成度(30%) 

2018 年 7 月 2 日付 内訳変更（変更理由：成績評価方法変更のため）【変更以前の内容】レポート(40%) 、出席および参加態度

(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】指定なし 

 

【変更以前の記載内容】 

1.渡部直己 本気で作家になりたければ漱石に学べ！ 河出書房新社 2015 

2.渡部直己 小説技術論 河出書房新社 2015 

使用教材はシラバスに記載したが、授業で用いる箇所は随時コピー配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ９ 

(Seminars F9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『観光客の哲学』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昨年話題になった東浩紀氏の最新の思想書『観光客の哲学』を一章ずつ精読する。著者の哲学だけではなく、広く現代思想の思

考パターンの習得を目指す。テーマは観光、ナショナリズム、グローバリズム、公共性、移動、文学、家族など。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『観光客の哲学』の読解。発表者はそれに加えて、文中の引用文献（思想書や文学書）にも随時あたってもらう。毎回、担当者の

発表の後にディスカッションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当者の発表＆ディスカッション 

3. 担当者の発表＆ディスカッション 

4. 担当者の発表＆ディスカッション 

5. 担当者の発表＆ディスカッション 

6. 担当者の発表＆ディスカッション 

7. 担当者の発表＆ディスカッション 

8. 担当者の発表＆ディスカッション 

9. 担当者の発表＆ディスカッション 

10. 担当者の発表＆ディスカッション 

11. 担当者の発表＆ディスカッション 

12. 担当者の発表＆ディスカッション 

13. 担当者の発表＆ディスカッション 

14. 担当者の発表＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメを作成すること。他の参加者も精読が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 東浩紀、2017 年、『観光客の哲学』、ゲンロン (ISBN:490718820X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１０ 

(Seminars F10) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
美術と日本の近現代 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

美術を通して日本の近代及び現代の問題を考える。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的な議論展開の仕方を身につ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半はテキストの精読。（椹木野衣『戦争と万博』、『博覧会の政治学』などを使用）。 

後半は受講者たちが与えられたテーマについての報告を行い、質疑応答する。テーマは、美術におけるタブーや規制、芸術と猥

褻をめぐる問題、春画などを想定している。 

 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『博覧会の政治学』精読 

3. 『博覧会の政治学』精読 

4. 『戦争と万博』精読 

5. 『戦争と万博』精読 

6. 『戦争と万博』精読 

7. 『戦争と万博』精読 

8. 論文・レポートの書き方指導 

9. 研究報告１ 

10. 研究報告２ 

11. 研究報告３ 

12. 研究報告４ 

13. 研究報告５ 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。テキスト中の人名・事項等については徹底的に調べてくること。 

報告は、詳細な文献リストを作成したうえで、テーマにそった報告をレジュメにまとめてくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/報告内容(35%)/授業への参加度(30%) 

3 分の 1 以上の欠席は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 椹木野衣、2005、『戦争と万博』、美術出版社 

2. 吉見俊哉、1992、『博覧会の政治学』、中公新書 

テキストはコピーを配布する。報告に関する参考文献も授業内で適宜提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 椹木野衣・会田誠、2015、『戦争画とニッポン』、講談社 

2. Cim↑Pom編、2009、『なぜ広島の空をピカッとさせてはいけないのか』、無人島プロダクション 

3. Don't Follow the Window. 2015. Don't Follow the Window. 河出書房新社 

4. 針生一郎他、2007、『戦争と美術 1937‐1045』、国書刊行会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１１ 

(Seminars F11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
内藤湖南の日本文化論・東洋文化論を現代的水準で読み直す 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

内藤湖南（1866～1934）の著作を材料に、過去の学術的言説の意義を正当に汲みとり、かつ現代的学術成果の水準からその内

容を再評価できるようになることを目指す。それを通じて、参加者自身の学術的考察力や表現力を向上させる。旧字・旧かなの文

章を読むことに慣れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

内藤湖南は、宋以後を近世とする時代区分で大きな影響を与えた東洋史学者であり、その広い学識と深い洞察力には今日でも

高い評価が与えられている半面、彼の中国認識がもつ問題点が批判の対象となるなど、内藤という人物自体が議論の的となっ

ている。彼の著作は、現代的な学術規範から見れば厳密とはいえない議論を展開する講演筆録等が多いし、その見解が現代学

術の到達点からみればすでに陳腐化している可能性もある。そうした点も踏まえつつ、彼が残した日本文化論や東洋文化論を取

り上げ、そこから我々が汲みとるべき示唆は何であり、どのような点で批判に値するかを考えていく。著作を一つずつ取り上げ、

担当者がその論旨をまとめ、かつその内容について現代的研究成果を付合わせてみた結果を報告してのち、参加者全員で議論

する。ときに、関連テーマの一般向け著作も検討する予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 内藤湖南について、レジュメのまとめ方について 

3. 日本文化とは何ぞや（その一、その二）（以下は仮のラインナップ。正式には第１回に指示する） 

4. 唐代の文化と天平文化 

5. 応仁の乱について（１） 

6. 応仁の乱について（２）：呉座勇一『応仁の乱』 

7. 大阪の町人学者富永仲基 

8. 慈雲尊者の学問について 

9. 山片蟠桃について 

10. 近代支那の文化生活（１） 

11. 近代支那の文化生活（２）：與那覇潤『中国化する日本』 

12. 『通典』の著者杜佑 

13. 章学誠の史学 

14. 全体総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者による報告準備は当然として、それ以外の参加者も各回に割り振った資料をそれぞれ読み込んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/報告内容(40%)/授業参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

取り上げる予定の内藤湖南のテクストは『東洋文化史』中央公論新社に収録されているが、現在入手できないため、『内藤湖南

全集』によるコピーを配付する。関連する一般書については、授業時の指示により購入してもらうことがある。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１２ 

(Seminars F12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学作品における「顔」の機能を考える。 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品を読み解く際に、「顔」はしばしば重要な鍵タームとなる。「顔」とはそもそも何なのか。思想や文学批評をつうじて、文学

における「顔」を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、現象学や文学批評的な「顔」論の精読をつうじて、文学作品やわたしたちの生きる世界のなかで「顔」とはそもそもなに

ものかを考える。後半では、「顔」が重要な機能を果たしている文学作品の分析実践を行う。また academic writing のトレーニング

も同時に行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス（academic writing のガイダンスを含む）、プリント配布・グループ分け、分担決定 

2. 「顔」を思想的に考える（１） 

3. 「顔」を思想的に考える（２） 

4. 「顔」を思想的に考える（３） 

5. 「顔」を思想的に考える（４） 

6. 文学作品の中の「顔」を考える（１） 

7. 文学作品の中の「顔」を考える（２） 

8. 文学作品の中の「顔」を考える（３） 

9. 文学作品の中の「顔」を考える（４） 

10. 『デンドロカカリア』の「顔」を分析する 

11. 『他人の顔』の「顔」を分析する 

12. 任意の文学作品の「顔」を分析する（１） 

13. 任意の文学作品の「顔」を分析する（２） 

14. 全体の総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ報告なので、報告担当グループはグループ内で事前にサブゼミ等でテクスト分析を行ったうえでレジュメをまとめ、報告

すること。また報告担当に当たっていない回にも、各自事前にテクストを読み、質問やトピック等を必ず複数あげておくこと。 また

academic writing のトレーニングを兼ねた小レポートを複数回課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習・議論への参加度（小レポートを含む）(40%)/報告内容(30%) 

一定以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 安部公房、1968、『他人の顔』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木智之、2016、『顔の剥奪』、青弓社 

2. 鷲田清一、1998、『顔の現象学』、講談社学術文庫 

3. 安部公房、『デンドロカカリア』、新潮文庫他 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１７ 

(Seminars F17) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
流行や迷信など従来まともに取り上げられることの少ない事象から日本近代を読み解く 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テキスト精読を通して、「高校では教わらない」日本近代史の知識を身につける。テキストの正確な読解力、明晰な報告と論理的

な議論をする力を身につける。同時にレポート・論文執筆に必要なノウハウを習得させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

松山巌『うわさの遠近法』、川村邦光『幻視する近代空間――迷信・病気・座敷牢、あるいは歴史の記憶』を読む。担当者はレジュ

メを作成し報告、それに基づいて質疑応答・討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 『うわさの遠近法』精読 

3. 『うわさの遠近法』精読 

4. 『うわさの遠近法』精読 

5. 『うわさの遠近法』精読 

6. 『うわさの遠近法』精読 

7. 『うわさの遠近法』精読 

8. 『幻視する近代空間』精読 

9. 『幻視する近代空間』精読 

10. 『幻視する近代空間』精読 

11. 『幻視する近代空間』精読 

12. 『幻視する近代空間』精読 

13. 『幻視する近代空間』精読 

14. 全体をふりかえっての討論 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回全員がテキストを精読し、質問やコメントを用意してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(40%)/授業への参加度(20%) 

3 分の 1 以上の欠席は不可とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 松山巌、1993、『うわさの遠近法』、青土社 

2. 川村邦光、1990、『幻視する近代空間』、青弓社 

テキストはコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１８ 

(Seminars F18) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代短歌実作 

担当者名 

（Instructor） 
東 直子(HIGASHI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代短歌の読解力を養い、創作力をつける 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代短歌の読解を通じて、その技術を学び、歌会等を通して実作し、互いの作品を共有する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに   

現代短歌の解説と穴埋め問題 

2. １の作品解説 

付け句の演習 

3. ２の作品解説 

風景描写の演習 

4. ３の作品解説 

心理描写の演習 

5. ４の作品解説 

リフレイン・オノマトペの演習 

6. ５の作品の解説 

比喩表現の演習 

7. ６の作品の解説 

細部表現の演習 

8. ７の作品の解説 

心象風景の演習 

9. ８の作品の解説 

アンソロジー等からの選歌の演習 

10. ９の作品による歌会 

題を生かした作品１ 

11. １０の作品による歌会 

題を生かした作品２ 

12. １１の作品による歌会 

連作を詠む 

13. 連作の講評・手直し 

14. １３の作品の講評 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

なるべく多くの近代、現代の詩歌作品にふれる機会を増やす。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/平常点(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 東直子、2018、『短歌の不思議』、ふらんす堂 (ISBN:978-4-7814-0755-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 穂村弘、『短歌ください』、角川文庫 

2. 山田航、『桜前線開架宣言』、左右社 

3. 東直子・佐藤弓生・千葉聡、『短歌タイムカプセル』、書誌侃侃房 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ１９ 

(Seminars F19) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雑誌をつくる／実践的な制作と学習Ⅰ 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一冊の雑誌＝文芸誌を、春・秋演習通じての 1 年をかけ、受講者全員でゼロから作りあげる経験によって、出版／編集／文学へ

の理解を深め、実践的な技能も身につける。春学期では、雑誌編集の基礎から、企画のプレゼン、聞き書きのトレーニング、文章

作法までを学んでいく。本年の特集テーマは＜「第三の新人」の世代＞の文学者におき、安岡章太郎から谷川俊太郎まで、等身

大のヴィジョンを描いて、現在我々が接する「現代日本文学」の形式・内容を成型した彼らの諸作品を分析研究する。なお、本演

習を受講する者は、秋学期の演習Ｆ２０を継続して受講することが望まれる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

雑誌制作を実践的に学ぶ。春・秋演習通じての 1 年間で、実際に 1 冊の文芸誌「ツタノハ」を受講生全員で作りあげながら、企画

から記事・論考執筆／推敲まで、雑誌編集の前半部にあたる主要な作業を経験し、＜時代の鏡＞としての「雑誌というメディア」

への理解を深める。今年は特集テーマを＜「第三の新人」の世代＞におき、安岡章太郎、吉行淳之介、遠藤周作、庄野潤三、小

島信夫という「第三の新人」のコアメンバーから、「西欧派」としての辻邦生、北杜夫、丸谷才一、現代詩の伝説的同人誌「櫂」に拠

った谷川俊太郎、大岡信、茨木のり子らまで、いま我々が親しんでいる「現代日本文学」と地続きにある、日常＝世界を、ユーモ

アや遊び心とともに鋭く描いた文学者たちの作品たちを検討していく。また現在、編集や印刷の最前線で活躍する方々の貴重な

お話を聞き、出版文化の立体的な理解を深める。本演習を受講する者は、秋学期の演習Ｆ２０を継続して受講することが望まれ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雑誌をつくる――はじめに 

2. ＜第三の新人＞の世代をめぐって――歴史的パースペクティブ 

3. 企画をたてる 

4. ＜第三の新人＞の世代を読む（１） 

5. ＜第三の新人＞の世代を読む（２） 

6. 出版編集の現場（１）――「編集」という仕事 

7. ＜第三の新人＞の世代を読む（３） 

8. ＜第三の新人＞の世代を読む（４） 

9. 出版編集の現場（２）――「印刷」という仕事 

10. ＜第三の新人＞の世代を読む（５） 

11. 座談会を行なう 

12. 記事をつくる 

13. 校正をめぐって 

14. 雑誌編集とは何か――中仕切りとしてのまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

雑誌制作という実践的作業を進めるため、各回の授業出席および課題の達成は必須である。授業で適宜出されるプリントの精

読、課題の遂行、および授業内容の予復習は必ず行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(40%) 

3 回以上欠席の場合は受講不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 共同通信社編、2018、『記者ハンドブック』、共同通信社 

2. 日本エディタースクール編、2007、『校正記号の使い方 第 2版』、日本エディタースクール 

3. 安岡章太郎、1989、『ガラスの靴』・『悪い仲間』、講談社文芸文庫 

4. 吉行淳之介、1965、『原色の街』・『驟雨』、新潮文庫 

5. 遠藤周作、1983、『死海のほとり』、新潮文庫 
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参考文献（Readings） 

1. 日本エディタースクール編、2012、『原稿整理ルールブック 第 2 版』、日本エディタースクール 

2. 中村光夫、1968、『日本の現代小説』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２０ 

(Seminars F20) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
雑誌をつくる／実践的な制作と学習Ⅱ 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一冊の雑誌＝文芸誌を、春・秋演習通じての 1 年をかけ、受講者全員でゼロから作りあげる経験によって、出版／編集／文学へ

の理解を深め、実践的な技能も身につける。秋学期では、原稿整理の基本から、記事校正の実際、製作の知識までを学んでい

く。春学期の成果を受け、本学期では＜「第三の新人」の世代＞と批評の関係、緻密な文体意識と「パロディ」という方法論をめぐ

り、考察を深める。なお、本演習を受講する者は、春学期の演習Ｆ１９を受講していることが望まれる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

雑誌制作を実践的に学ぶ。春・秋学期通じての 1 年間で、実際に 1 冊の文芸誌「ツタノハ」を受講生全員で作りあげながら、入稿

のための「割り付け」から、校正・製作にいたる、雑誌編集の後半部にあたる主要な作業を経験し、＜時代の鏡＞としての「雑誌と

いうメディア」への理解を深める。春学期で学んだテーマをより発展深化させ、秋学期は＜「第三の新人」の世代＞と、「批評」「文

体」「パロディ」という問題系との関連において読み解き、江藤淳から村上春樹まで、すぐれた批評家／作家たちが「第三の新人」

の作品にどう迫ったかを検討し、かつ、この世代の顕著な特徴である「文体」と「遊戯性」への強い方法意識を学んでいく。また、

最前線で活躍する出版人の貴重なお話や現場に触れ、出版文化の生きた理解に努める。本演習を受講する者は、春学期の演

習Ｆ１９から継続して受講することが望まれる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 雑誌を編集・構成する――新たなステップへ 

2. ＜第三の新人＞の世代、批評と文体――歴史的パースペクティブ 

3. ＜第三の新人＞の世代と「批評」（１） 

4. ＜第三の新人＞の世代と「批評」（２） 

5. 出版編集の現場――現在・過去・未来 

6. ＜第三の新人＞の世代と「批評」（３） 

7. ＜第三の新人＞の世代と「批評」（４） 

8. 文体練習（１） 

9. ＜第三の新人＞の世代をめぐる包括討議 

10. 文体練習（２） 

11. 文体練習（３） 

12. 台割について 

13. 素読み・引き合わせについて 

14. 雑誌制作という経験――まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

雑誌制作という実践的作業を進めるため、各回の授業出席および課題の達成は必須である。授業で適宜出されるプリントの精

読、課題の遂行、および授業内容の予復習は必ず行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(40%) 

3 回以上欠席の場合は受講不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 江藤淳、1993、『成熟と喪失』、講談社文芸文庫 

2. 村上春樹、2004、『若い読者のための短編小説案内』、文春文庫 

3. 蓮實重彦、2014、『「私小説」を読む』、講談社文芸文庫 

4. 和田誠、2017、『もう一度倫敦巴里』、ナナロク社 

 

参考文献（Readings） 

1. レーモン・クノー、1996、『文体練習』、朝日出版社 

2. 神田桂一、菊池良、2017、『もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら』、宝島社 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２１ 

(Seminars F21) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語表現実践演習 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

テクストを方法論的かつ批評的に読解する力を養う。 

小説について論じる表現力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

全員が、3 週間ごとに、課題として指定された作品について、批評文や書評を書く。書かれた文章のうちから、毎回数名ほど選ん

で、コピーを授業で配布し、講師が講評する。また、毎回リアクションペーパーのかたちで、講評された文章についてのコメントを

提出してもらう。同時に、作家の小説論を精読することで、作家がどのような方法意識をもって小説を書いているのかについて学

ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

課題図書 1 

2. 小説論を読む（1） 

3. 小説論を読む（2） 

4. 提出された文章の講評 

課題図書 2 

5. 小説論を読む（3） 

6. 小説論を読む（4） 

7. 小説論を読む（5） 

8. 提出された文章の講評 

課題図書 3 

9. 小説論を読む（6） 

10. 小説論を読む（7） 

11. 小説論を読む（8） 

12. 提出された文章の講評 

書き直しへの助言 

13. 書き直しの講評 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業内で指定される課題図書を必ず読むこと。 

また、読書リストが配布されるので、それを参考にして、各自読書を行なうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度と発表内容(50%)/提出物の内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大江健三郎、1988、『新しい文学のために』、岩波新書 

その他の教材テクストについては、授業中に適宜指示をする。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２２ 

(Seminars F22) 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の面白さとは何かということを，作る側の立場に立って具体的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の面白さを語るとき，私たちは批評家のまねをして「演出」「脚本」といった言葉をよく使う。けれども，それらの言葉は具体

的に何を指しているのだろうか。 

この授業では，誰もが分かったつもりになっている「演出」や「脚本」について再考するため，作る側の立場からシナリオを読み，シ

ナリオと完成作品との違いから「演出」とは何かを探っていきたい。 

授業ではシナリオ分析を行うので，受講生は次の二つの作業を事前に行っておくこと。一つ目は，ドラマの構成を把握するために

段落分けをすること。二つ目は，そのシナリオの出発点の発想をシナリオライターの立場に立って推測すること。 

分析だけでは物足りない，実際にシナリオを書いてみたい，映画を撮ってみたいというひとがいるようなら，きちんと対応したいと

思う。シナリオの講評，短編映画製作の指導などを行う予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンケート，来週までの宿題の提示 

2. 授業スケジュールの説明，シナリオ，プロットの書き方について 

3. 作品分析１ 

プロットまたはシナリオの提出があった場合，講評は翌週に行います。 

（短編映画製作を希望するひとはこの日までに名乗り出ることが望ましいでしょう） 

4. 作品分析１ 

5. 作品分析１ 

6. 作品分析２ 

7. 作品分析２ 

8. 作品分析３ 

9. 作品分析３ 

10. 作品分析４ 

11. 作品分析４ 

12. 作品分析５ 

13. 作品分析５ 

14. 授業のまとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

テキストとなるシナリオは少なくとも三回以上は読み、そのテキストと関連のある監督・脚本家などについては図書館で調べるこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは授業のときに配布します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２３ 

(Seminars F23) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
主体性の探求 

担当者名 

（Instructor） 
本郷 朝香(HONGOU ASAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ニーチェ哲学において探求される主体について学ぶことで主体性というものの幅や可能性を知り、自身でもこの問題について考

察できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学において伝統的に取り扱われてきた自由と必然の問題は、意図通りにならない現実に対して私たちは何ができるか、という

問いにも置き換えられる。本授業では、ニーチェの『道徳の系譜学』を手がかりに、強者に対峙したときの弱者の自由や主体性の

可能性について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 序言：１～８ 

3. 強者の善悪と弱者の善悪（１）  第 1 論文：１～６ 

4. 強者の善悪と弱者の善悪（２）  第 1 論文：７～１２ 

5. 強者の善悪と弱者の善悪（３）  第 1 論文：１３～１６ 

6. 債権・債務概念（１）  第２論文：１～５ 

7. 債権・債務概念（２）  第２論文：６～１０ 

8. 債権・債務概念（３）  第２論文：１１～１５ 

9. 債権・債務概念（４）  第２論文：１６～２０ 

10. 債権・債務概念（５）  第２論文：２１～２５ 

11. 禁欲主義的理想（１）  第３論文：１～８ 

12. 禁欲主義的理想（２）  第３論文：９～１４ 

13. 禁欲主義的理想（３）  第３論文：１５～２２ 

14. 禁欲主義的理想（４）  第３論文：２３～２８ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回の授業でやったことをまとめ、次回の授業に臨んでください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席及び参加態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. フリードリヒ・ニーチェ著／木場深定訳、1995、『道徳の系譜』、岩波文庫 (ISBN:4-00-336394-9) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU124 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２４ 

(Seminars F24) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸創作 

担当者名 

（Instructor） 
青山 七恵(AOYAMA NANAE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説を書くという行為を通して、日常の事物を新たな視点から捉え直し、型にとらわれない自由な発想で言語世界を構築する。 

また、合評会での討論を通して、書く能力だけではなく、読む能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義と合評会を繰り返す。講義の回では、授業後半に設ける実作の時間に全員が共通の主題で文章を書き、講師に提出する。 

合評会ではあらかじめ指名された数名が掌編小説を発表し、全員で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. りんごを描く 

2. 合評会 

3. 1 枚の絵から描く 

4. 合評会 

5. 風景と時を描く 

6. 合評会 

7. 対話の場を描く 

8. 合評会 

9. 動物の目を借りる 

10. 合評会 

11. 寓話のパスティーシュ 

12. 合評会 

13. 新聞記事から語る 

14. 合評会 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

発表者に指名された学生は、翌週の合評会までに作品を仕上げてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/実作課題(30%)/合評会での参加態度(20%) 

2/3 以上の出席をしていない場合は、成績評価の対象としない 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講義の回では、毎回配布する参考資料に沿って講義を行います。内容によって、随時グループワークを取り入れます。 

合評会では、学期を通して受講者全員の作品を取り上げます。積極的な討論を期待します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２５ 

(Seminars F25) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

ジェンダー論の角度から文学・映像等を批評した理論書・研究論文の読解を通じて、ジェ

ンダー論的な批評力を養う。 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジェンダー・スタディーズの角度から文学・映像等を批評した理論書・研究論文の読解を通じて、ジェンダー論的な批評力を養う。

後半では自分たちで素材を批評し、実践的な writing training を行う予定。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジェンダー視点から社会や制度を分析したものには多く接していても、ジェンダー的角度から文学や映像を論じた理論書や研究

論文を読む機会はあまりないという声をきく。この演習では、ジェンダー論的な角度から分析した文学・文芸作品論を輪読し、ジェ

ンダー論的な文学批評の視座と方法論を学ぶ。また同時に、自分たちで文学や映像の素材を批評する実践を通じて、レポートや

論文を書く力を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス、プリント配布、発表分担決定 

2. ジェンダー批評の準備運動（１） 

3. ジェンダー批評の準備運動（２） 

4. ジェンダー批評の準備運動（３） 

5. ジェンダー批評を精読する（１） 

6. ジェンダー批評を精読する（２） 

7. ジェンダー批評を精読する（３） 

8. ジェンダー批評を精読する（４） 

9. ジェンダー批評を実践する（１） 

10. ジェンダー批評を実践する（２） 

11. ジェンダー批評を実践する（３） 

12. ジェンダー批評を実践する（４） 

13. ジェンダー批評を実践する（５） 

14. 全体の総括・レポート提出 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

グループ報告なので、報告担当グループはグループ内で事前にサブゼミ等でテクスト分析を行ったうえでレジュメをまとめ、報告

すること。また報告担当に当たっていない回にも、各自事前にテクストを読み、質問やトピック等を必ず複数あげておくこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習・議論への参加度(40%)/報告内容(30%) 

一定以上の欠席は失格とみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリント配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹村和子、2012、『彼女は何を視ているのか』、作品社 

2. 竹村和子・義江明子（編）、2010、『思想と文化（ジェンダー史叢書３）』、明石書店 

3. 牟田和恵（編）、2017、『改定版ジェンダースタディーズ』、大阪大学出版会 

4. 若桑みどり、2000、『戦争がつくる女性像』、ちくま学芸文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／演習 Ｆ２６ 

(Seminars F26) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学にとって家族とは何か 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW3810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の近現代文学においては「家族」とりわけ「母」のイメージはきわめて重要な意味を帯びていた。本演習では谷崎潤一郎、森

茉莉、寺山修司、安岡章太郎、遠藤周作、小野正嗣らの作品を素材として、ジェンダーやセクシュアリティの主題系も踏まえつ

つ、文学にとって家族とは何かを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回一作ずつ文庫本を読んでいく。担当者の発表の後に全員でディスカッション。担当者には毎回課題を出すので、それを踏ま

えたうえで、レジュメを作成すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表者の報告＆ディスカッション 

3. 発表者の報告＆ディスカッション 

4. 発表者の報告＆ディスカッション 

5. 発表者の報告＆ディスカッション 

6. 発表者の報告＆ディスカッション 

7. 発表者の報告＆ディスカッション 

8. 発表者の報告＆ディスカッション 

9. 発表者の報告＆ディスカッション 

10. 発表者の報告＆ディスカッション 

11. 発表者の報告＆ディスカッション 

12. 発表者の報告＆ディスカッション 

13. 発表者の報告＆ディスカッション 

14. 発表者の報告＆ディスカッション 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

担当者はレジュメの準備。他の参加者も課題テクストを精読しておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/議論への参加度(30%)/課題提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU222／文芸・思想文献講読 ２ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ロシア文学の特徴をロシア語で味わう 

担当者名 

（Instructor） 
毛利 公美(MORI KUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

基本文法を確認しながらロシア語のテクストを読み、ロシア文学独特の雰囲気やユーモアを理解する。扱うテクストの文化的背景

にも目を向け、ロシアの文学や社会に対する知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習者向けの簡易に書かれたテクストではなく、ロシア人が読む普通のロシア語を、辞書や文法書（教科書）を頼りに読んでみ

る。何を読むかは受講者の実力と関心を配慮して決めるが、最低限の文法の知識は必須である。基本的には邦訳がある有名な

作品の一部や、映画化されたロシア文学（アニメも含む）作品など音や映像でも確認できるものを選ぶ予定。作品の背景について

も学ぶが、あくまでも受講者によるロシア語テクストの精読が中心である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 受講者の実力確認、テクストの概要説明とテクスト選定 

2. テクスト精読 

3. テクスト精読 

4. テクスト精読 

5. テクスト精読 

6. テクスト精読 

7. テクスト精読 

8. テクスト精読 

9. テクスト精読 

10. テクスト精読 

11. テクスト精読 

12. テクスト精読 

13. テクスト精読 

14. 総復習と確認テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

講読テクストは必ず予習してくる（わからない単語の意味とアクセントを調べ、単語の基本形＝辞書に載っている形や変化形をノ

ートに書く）こと。学期中に数回の小テストを行うので、しっかり復習すること。必要に応じ、文法の練習問題を宿題として課す。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/小テスト(30%)/予習復習の状況や授業中の出来具合(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントで配布 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業でこれまでに使った教科書、普段使用している辞書について聞き、足りないものを指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU223／文芸・思想文献講読 ３ 

(Preliminary Reading in Philosophy and Creative Writing 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

スペイン語文献を読解し、的確に構文を把握し、正確な読解をスピーディにこなしていく

ための実力をつける 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

スペイン語中級以上の文献読解力をつける。またスピーディに文章を読み、的確に構文をとらえ、正確な内容把握を目標としてい

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

スペイン語の文献読解量をスピーディーにしていくうえでもっとも重要なことは、なにより多くの文章を読み、スペイン語の構文に

なれていくことである。また、スペイン語独特の表現形態をかずおおくこなしていくことも重要である。そのため、この授業を受講す

る学生には、最低限、初級の文法は完全にマスターしていることが前提となる。（初習学生は対象にしていない。）中級以上を対

象としているので、履修にあたっては注意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体説明、文献資料配付 

2. 第１課──導入部（１） 

3. 第２課──導入部（２） 

4. 第３課──スペイン語の表現に慣れる（１） 

5. 第４課──スペイン語の表現に慣れる（２） 

6. 第５課──スペイン語の表現になれる（３） 

7. 第６課──長文の特徴をつかむ（１） 

8. 第７課──長文の特徴をつかむ（２） 

9. 第８課──長文の特徴をつかむ（３） 

10. 第９課──複雑な文章への挑戦（１） 

11. 第 10 課──複雑な文章への挑戦（２） 

12. 第 11 課──複雑な文章への挑戦（３） 

13. 第 12 課──複雑な文章への挑戦（４） 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

毎回、最低１課分の予習は必ず終えていること。予習してこない者の受講は認めない。また授業には辞書を持ってくること。（電子

辞書でも可） 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

毎回の授業準備度(80%)/最終テスト(Final Test)(20%) 

一定以上の欠席は履修の意志なきものとみなす。大幅な遅刻は欠席とみなす 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU301 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU301／文学講義 ４０１ 

(Lectures on Literature 401) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論１ 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学と政治・社会との関わりを学ぶことを通じて、主体的かつ批判的な思考を身につける。明晰で論理的な文章を書けるようにす

る。  

 

授業の内容（Course Contents） 

文学と国家・権力との関係、文学に対する弾圧・規制、言論出版の自由や表現の自由について、 

近現代の日本文学を中心に考察する。テーマは文学だが、政治制度や法律等への言及が非常に多くなる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業ガイダンス 第 1 回レポート課題提示 

2. 政治・国家・権力 

3. 文学と政治      第 1 回レポート提出日 

4. 文学に対する規制１（戦前）  

5. 文学に対する規制２（占領期） 第 1 回レポートに対する講評・書き方指導 

6. 文学に対する規制３（戦後） 

7. 文学と司法１ 

8. 文学と司法２    中間レポート提出日 

9. 文学と司法３    中間レポートに対する講評・書き方指導 

10. 表現の規制１ 

11. 表現の規制２ 

12. 自粛 

13. 講義全体のまとめ  テストに向けてのアドバイス 

14. 最終テスト 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

2 回のレポート提出があり、未提出者にはテスト受験を認めない。授業計画の欄にレポート提出日が記載されている。第１回目は

新学期早々なので、あらかじめ準備をしておくとよい。参考文献欄にある本を読むことが必要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/第一回レポート(30%)/中間レポート(30%) 

第 1 回レポートと中間レポート未提出者には最終テスト受験を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは使用しない。参考文献は授業時に提示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 森鴎外、『ヰタセクスアリス』 

2. 永井荷風、『歓楽』 

3. 江戸川乱歩、『芋虫』 

作品の出版社は問わない。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

筆記試験は、持ち込み不可で長文を書かせる。日本語として読むに堪える文章が書けることを受講者に要請する。出席は成績

評価に加えないが、授業に出席しないで書けるような容易なテスト問題は作成しないので、そのつもりで。配布資料は最小限で、

基本は板書、ノートをきちんととる必要がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU302 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU302／文学講義 ４０２ 

(Lectures on Literature 402) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批評論２ 

担当者名 

（Instructor） 
荏開津 広(EGAITSU HIROSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1970 年代、ニューヨークの最貧困地区サウス・ブロンクスで 10代の子供たちが始めたパーティは、21 世紀の文化の様相を劇的

に変化させた。バンドではなく他人のレコードをプレイする DJ と、他愛もないことを喋るだけと思われていた MCの組み合わせ＝

ヒップホップが、いかなる政治的、経済的、文化的利害と結びついていたのか、なぜローカルな文化と経験を超えたのかを探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヒップホップは、DJ、MC、グラフィティ、ブレイクダンスの四つの要素からなるという意見もあるが、ここではヒップホップがはらんで

いた仕組みを探るための材料として DJ と MCを主に取り上げる。使用するテキストは英語のものもあり、義務教育程度の英語の

素養を要する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヒップホップ前史 ビート文学とジャズ 

3. ヒップホップ前史 公民権運動と路上の詩人たち「ラスト・ポエッツ」と「ギル＝スコット・ヘロン」 

4. ヒップホップ前史——「ルーツ・レゲエ」と「ダンスホール・レゲエ」 

5. サウス・ブロンクス／ストリート・ギャング／ズールー・ネーションの成り立ち 

6. 都市への介入——グラフィティ  

7. 身体表現を取り戻すーー初期のブレイクダンス 

8. ヒップホップのエクステリアーーファッション  

9. 初期のラップーー1981 年以前 

10. 初期のラップーー1981 年〜1986 年 

11. 初期のラップーー1986 年〜1995 年 

12. DJ とは何か？アフリカ・バンバータ「Death Mix」を手がかりに（１）  

13. DJ とは何か？アフリカ・バンバータ「Death Mix」を手がかりに( 2 ）  

14. ヒップホップは何のための装置か？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

映像を見る、文献を読んでくる準備が必要な場合あり。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/出席および授業への積極的な参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参考文献等はその都度指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU303 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU303／文学講義 ４０３ 

(Lectures on Literature 403) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論１ 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

優れた文芸批評・文学理論はそれ自体が、思考を強く刺激する優れた「作品」としての価値を有している。本講義ではその魅力の

一端に触れ、文学をより多面的に考える視座を得ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀後半の文芸理論の主要なキーワード（ポストモダニズム、ナショナリズム、複製芸術、ジェンダー、セクシュアリティ、ポスト

コロニアリズム、フォルマリズム、まなざし等々）を解説するとともに、最近の日本の批評のトピックについても随時紹介する。理論

の解説に加えて、テクストの現物そのものに触れてもらうことを重視する。授業中にそれなりに硬質の文章を読むことになるの

で、理論的なものに対する前向きな興味・関心をもって授業に臨んでほしい（なお下記の授業計画は変更される可能性がある） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ポストモダンとは何か 

3. 同上 

4. ナショナリズムとグローバリズム 

5. 同上 

6. ジェンダーとセクシュアリティ 

7. 同上 

8. 複製芸術と消費社会 

9. 同上 

10. ポストコロニアリズム 

11. 同上 

12. まなざしの政治学 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

参考図書を授業中に紹介するので、興味をもった本は各自手にとってみること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/出席＋コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布する 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU304／文学講義 ４０４ 

(Lectures on Literature 404) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸評論２ 

担当者名 

（Instructor） 

福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

2018 年 6 月 29 日付変更（担当者変更のため） 

【修正前】渡部 直己(WATANABE NAOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

当り前の話だが、小説は言葉によって形成され、そして、言葉と物とは互いに全く異質な秩序を有している。その異質さに或る種

の同質性を措定するとき、小説表現における「反映」性や「再現」性という 19 世紀的な錯覚が成立するのだが、錯覚はむろん晴ら

されねばならない。本講義は、20 世紀日本小説の数編についての具体的読解を通じて、この錯覚を一掃しながら、いわば「読む

ことのプロ」を養成するための基本的レッスンの場たらんとしている。対象作品は、谷崎潤一郎『春琴抄』、三島由紀夫『仮面の告

白』、古井由吉『杳子』など。いずれにかんしても、脱「現代国語」的な各種の 20 世紀批評理論を絡めながら、可能なかぎり平易

に講義する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代小説の名作を対象に、本格的な「文芸評論」の読み方のポイントを講義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入１：高校「現代国語」からの脱却指南――テクストに固有の現実 

2. 導入２：「プロ」として読むポイント――内田百閒「坂」 

3. 導入３：同上――志賀直哉「城の崎にて」 

4. 三島由紀夫『仮面の告白』――律儀な倒錯性について 

5. 同上 

6. 谷崎潤一郎『春琴抄』――書法としてのマゾヒスム 

7. 同上 

8. 同上 

9. 古井由吉『杳子』――細密描写と狂気 

10. 同上 

11. 同上 

12. 樋口一葉「うつせみ」――小説における因果関係 

13. 同上 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関してのことがらは、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義に必要な箇所はコピー配布するが、上記中、三島・谷崎・古井の三作品はあらかじめ精読した上で授業に臨むと効果的であ

る。 

 

参考文献（Readings） 

1. 渡部直己、2015、『小説技術論』、河出書房新社 

2. 渡部直己、2012、『日本小説技術史』、新潮社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU305／文学講義 ４０５ 

(Lectures on Literature 405) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論１ 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間と文化やアートの接点について、さまざまな切り口から考察し、理解を深める。社会におけるその位置づけを認識する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間と文化やアートは、どのようにして出会うのだろうか。そして、それは何をもたらすのだろうか。ここでは、“見る”まなざしをめ

ぐって、文化装置、複製技術、アート、プロダクト、イベントの切り口から考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 社会と文化やアートの接点 思想家の見解を参照しながら 

2. 文化装置（1）ミュージアム 展示は何をもたらしたか 

3. 文化装置（2）ミュージアム 見る欲望 

4. 文化装置（3）百貨店 “見せる”ためのディスプレイ ショーウィンドー 

5. 複製技術（1）写真① 写真の発明によるパラダイム・シフト 

6. 複製技術（2）写真② 写真独自の表現とは 

7. 複製技術（3）映画 映画の発明によるパラダイム・シフト 

8. 複製技術（4）映像 ヴァーチャル・リアリティ 新たな映像技術 

9. アート(1) マス・コミュニケーション時代を見据えたアート 

10. アート(2) コンセプチュァル・アート ミュージアムを超えて 

11. プロダクト キッチュ論 

12. イベント(1) ビエンナーレ トリエンナーレ アートとまちおこし 

13. イベント(2) メディア・イベント 

14. まとめ クリエイティブ・クラス 文化産業 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

既に知っている文化装置、日常利用している複製技術やプロダクト、これまで出会ったアート、参加したことのあるイベントなど、

自己の経験を振り返りながら、文化およびアートの出会いが、何をもたらしたのかについて考えてみる。新たな文化施設やアート

を見つけて、検討してみる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席、コメントペーパー、授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献表を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントを使用した講義形式で、映像資料なども適宜活用する。 

コメントペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU306 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU306／文学講義 ４０６ 

(Lectures on Literature 406) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化翻訳論２ 

担当者名 

（Instructor） 
三吉 美加(MIYOSHI MIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

米国の黒人・ラティーノ・カリブ系集団の文化表象：歴史的社会的な考察 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、米国のアフリカ系アメリカ人、ラティーノ、カリブ系のコミュニティを検討し、彼らの文化表象を歴史、社会、文化の関

係性からみていく。また、人種、エスニシティ、ジェンダー、セクシャリティなどの視点から各集団を多角的に考察する。文化表象は

音楽、ダンス、アート、ファッションなどを含む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 米国とカリブ海社会の概要 １ 

2. 米国とカリブ海社会の概要 ２ 

3. 生活経験とリズム、ことば、ポエトリー 

4. アフリカ系アメリカ人のコミュニティ：黒人らしさとは？ 

5. JAZZから Soul Music まで １ 

6. JAZZから Soul Music まで ２ 

7. メキシコ系コミュニティ１ 

8. メキシコ系コミュニティ２ 

9. プエルトリコ系コミュニティ 

10. ニューヨーク市のプエルトリコ系とドミニカ系 

11. マイアミのキューバ系 

12. ニューヨークのドミニカ系コミュニティ 

13. ヒップホップ 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/リアクションペーパー(20%)/授業内での積極的態度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三吉美加、2014、『米国のラティーノ』、大学教育出版 

毎回、プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 国本伊代編、2017、『カリブ海世界を知るための 70 章』、明石書店 

2. 国本伊代編、2013、『ドミニカ共和国を知るための 60 章』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU307 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０７ 

(Lectures on Literature 407) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論１ 

担当者名 

（Instructor） 
石岡 良治(ISHIOKA YOSHIHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なアニメ表現の魅力を捉える 

「歴史や社会」のコンテクストと、作品内在的批評の両者の重要性を学ぶ 

「ファンカルチャー」が表現の受容において惹き起こす「好悪」を各自の問題として捉える 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は日本のポピュラーカルチャーにおいて大きな存在感をみせるアニメについて、「文化批評／評論」の観点から考察する

試みである。 

同時に、受講者は 2 度のレポート執筆を通じて、アニメ表現についての批評的アプローチを学ぶことになるだろう。 

メディアミックスが一般化している現在、アニメは、マンガや実写のテレビドラマや映画などと多種多様な関係を取り結ぶ。だが、ミ

スマッチを起こしやすいことも広く知られており、「アニメ化」が必ずしも作品ファンに歓迎されるとは限らなくなっていることもある。

このことは現代文化における「視覚イメージ」の役割と、作品受容における「ファンカルチャー」の両義的な位置付けを示している

ように思われる。 

以上の現状認識を前提にしつつ、本講義は現在のアニメ表現が直面している諸問題について、例えば「『君の名は。』が活気付

けつつある青春アニメ映画」「日本アニメにおける 3DCGの位置付け」といった、アクチュアルかつ身近な題材を手がかりにしつ

つ、複数の観点を「同時に」意識しつつ考察していきたいと考えている。 

 

後半扱ういくつかの題材については、受講者のリクエストも参考にする予定である。 

よって、一部題材についてはシラバス変更の可能性があり、そのさいには事前告知する。 

この種の講義では、各自の関心にとって「好きなカルチャーか否か」が焦点となりやすい状況があるが、本講義では「嫌い／苦手

なカルチャー」「無関心なカルチャー」との関係についても同時に目を向けるようにしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（１） 

イントロダクション：日本におけるアニメーションと「アニメ」 

2. 現代日本のポピュラーカルチャーにおけるアニメ表現の位置（２） 

アニメにおける「一般向け」と「マニア向け」 

※中間レポートその 1：プリントを参考に、ディズニー・ピクサー・ジブリ（およびポストジブリ）「以外」のアニメを選び、考察せ

よ（可能な限り「深夜アニメ」あるいは「過去のアニメ」） 

3. 古典カートゥーン・アニメーション（1） 

初期ディズニーの達成 

4. 古典カートゥーン・アニメーション（２） 

チェイスカートゥーンと動物寓話 

5. 東映動画からスタジオジブリへ 

6. 宮崎駿『On Your Mark』とアニメの系列的読解 

7. 『耳をすませば』から『君の名は。』へ：「青春ラブコメ」という題材 

8. ファンカルチャーの役割：二次創作と参加／体験型コンテンツの現在 

※中間レポートその２「各自が嫌い／苦手なアニメをとりまくカルチャーについて、その感情を対象化しつつ分析せよ」 

9. 『魔法少女まどか☆マギカ』と TVアニメの構成要素 

10. オープニングとエンディング映像からアニメ史を考える 

11. アニメをめぐる「欲望」とジェンダー 

12. 『ヤマト』『ガンダム』『エヴァ』とミリタリーイマジネーションからの逸脱 

13. アイドルアニメと 3DCG：ターゲット層の越境可能性をさぐる 

14. 現代アニメの展望 

講義のまとめ 

※最終レポート「各自が好きなアニメについて、これまでの講義をふまえつつ分析せよ」 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 
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計 3 回のレポート提出が課せられているので、各自の関心に応じて、積極的にアニメ作品と、それを取り巻く状況について考える

ようにすること 

配布プリントで紹介する文献、および講義で用いる作品については、全体を紹介することができないので、予習復習につとめるこ

と 

 

現代日本のアニメ文化について踏み込んだ言及を行うので、必ずしも多くの前提知識は要さないが、一定の関心をもつこと。とり

わけ「ディズニーとジブリアニメにのみ関心がある」者は、現代日本の深夜アニメに積極的に関心をもち、事前視聴に努めることで

その状態を脱することが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート 1(30%)/中間レポート 2(30%) 

最終レポート提出の条件として、二つの中間レポートを必ず両方とも提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石岡良治、2015、『「超」批評 視覚文化×マンガ』、青土社 (ISBN:9784791768417) 

 

参考文献（Readings） 

1. マーク・スタインバーグ、2015、『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』、角川書店 (ISBN:9784040800196) 

2. 津堅信之、2017、『新版 アニメーション学入門』、平凡社新書 (ISBN:9784582858365) 

3. 細馬宏通、2013、『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか: アニメーションの表現史』、新潮選書 (ISBN:9784106037351) 

4. 宇野常寛、2017、『母性のディストピア』、集英社 (ISBN:9784087711196) 

5. 土居伸彰、2017、『21 世紀のアニメーションがわかる本』、フィルムアート社 (ISBN:9784845916443) 

その他、講義中に随時紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU308 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／文学講義 ４０８ 

(Lectures on Literature 408) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
マンガ／アニメ表現論２ 

担当者名 

（Instructor） 
三輪 健太朗(MIWA KENTARO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

マンガという身近な文化を、歴史的かつ世界的な視野から見渡し、その文化史上の位置づけを理解できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、マンガについて（学術的ないし批評的に）考えていくための基本的な枠組みと諸概念の習得を目指す。マンガの特

性とは何か、マンガの起源はどこにあるのか、どんな歴史をたどって現代のマンガ表現は形成されてきたのか。つまるところ、マ

ンガとは何か。本講義では、具体的な作品を事例として紹介しつつ、これらの問いに対して歴史的かつ理論的に応答すべく講義

を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. マンガとは何か ～概念の変遷 

3. マンガの特性とは何か ～コマの発見 

4. 戦後日本マンガ史（１）手塚治虫 

5. 戦後日本マンガ史（２）劇画 

6. 戦後日本マンガ史（３）大友克洋 

7. 進歩史観の相対化 ～映画的手法をめぐって 

8. キャラクターの身体性 ～記号としてのマンガ 

9. 空間のリアリズム ～線と表象 

10. もう一つの戦後日本マンガ史 ～杉浦茂と佐々木マキ 

11. 少女マンガとコマの重層性 ～フレームと視線 

12. マンガの起源 ～ホガースとテプフェール 

13. 近代マンガの時間 ～コマとは何か 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回の講義での指示に従って、テキストの指定箇所およびその他資料（Blackboard等で配布予定）を読んでくること。また、講義

の中で紹介された作品や参考文献について、可能な限り実際に目を通し、予習・復習に努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三輪健太朗、2014、『マンガと映画 コマと時間の理論』、NTT出版 (ISBN:9784757143210) 

 

参考文献（Readings） 

1. 伊藤剛、2014、『テヅカ・イズ・デッド ひらかれたマンガ表現論へ』、星海社 (ISBN:9784061385566) 

2. 大塚英志、2009、『アトムの命題 手塚治虫と戦後まんがの主題』、KADOKAWA (ISBN:9784044191276) 

3. 竹内オサム、2016、『手塚マンガの不思議』、晃洋書房 (ISBN:9784771027060) 

4. 夏目房之介、1992、『手塚治虫はどこにいる 』、筑摩書房 (ISBN:9784480051752) 

5. 夏目房之介、1995、『手塚治虫の冒険 戦後マンガの神々』、筑摩書房 (ISBN:9784480813800) 

6. スコット・マクラウド、1998、『マンガ学 マンガによるマンガのためのマンガ理論』、美術出版社 (ISBN:9784568501988) 

7. ティエリ・グルンステン、2009、『マンガのシステム コマはなぜ物語になるのか』、青土社 (ISBN:9784791764532) 

夏目房之介およびスコット・マクラウドの著作は現在絶版となっているが、マンガ表現に強く関心のある者は図書館や古書店を利

用してぜひ読んでみること。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義形式で、映像資料や現物資料なども多く活用する。また Blackboardを利用して資料を配布予定で
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ある。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU310／文学講義 ４１０ 

(Lectures on Literature 410) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
小説創作論２ 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説のさまざまな技法について学び、個々の作品を読む際に、方法論的・批評的な読み方ができるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

世界のさまざまな作家たちが、みずからの仕事のやり方（何をどのように書いているのか？）について、あるいは読書体験などに

ついて（何をどのように読んでいるのか？）について、語った・書いた言葉を紹介していく。と同時に、文学研究者や批評家が書い

た文学理論や小説技法論についても紹介する。実践的な観点と理論的な観点の両方から、小説の技法について考察してみた

い。なお、扱う作家の順番が、授業計画通りではなく、前後することもある。参考図書については、授業中に適宜指示をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

文学はどのような言葉の体制なのか？ 

2. 大江健三郎の場合（1） 

3. 大江健三郎の場合（2） 

4. 村上春樹の場合 

5. ボルヘスの場合 

6. ナボコフの場合 

7. カフカの場合 

8. ヴァージニア・ウルフの場合 

9. フローベールの場合 

10. カズオ・イシグロの場合 

11. トニ・モリソンの場合 

12. フィリップ・ロスの場合 

13. クッツェーの場合 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業中に指示される参考図書を読むこと。 

授業以外の時間に、自分で読むことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、じっくり聞いてみよう！』、岩波書店 

2. 青山南編訳、2015、『作家はどうやって小説を書くのか、たっぷり聞いてみよう！』、岩波書店 

3. 大江健三郎、1988、『新しい文学のために』、岩波新書 

4. 村上春樹、2016、『職業としての小説家』、新潮文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU312／文学講義 ４１２ 

(Lectures on Literature 412) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
詩創作論２ 

担当者名 

（Instructor） 
蜂飼 耳(HACHIKAI MIMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

詩・詩論の読解と理解を通して各自の言語観を深める。詩の実作もおこない、言葉による表現について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治期から現在に至る現代詩史をふまえながら、詩作品を読み、日本語の詩の可能性に迫る。実作・作品提出とその講評もおこ

なう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（ガイダンスなど）。 

2. 明治期の詩、『新体詩抄』とその周辺。島崎藤村『若菜集』、川路柳虹「塵塚」など。 

3. 三木露風、北原白秋、石川啄木など。 

4. 萩原朔太郎『月に吠える』他、『詩の原理』など。詩と散文、韻文と散文の問題。 

5. 西脇順三郎『Ambarvalia』と『あむばるわりあ』、『超現実主義詩論』など。 

6. 宮沢賢治『春と修羅』、尾形亀之助『障子のある家』など。 

【作品提出＝あらかじめ作品を書いてきて授業の際に提出する。】 

7. 中原中也『山羊の歌』『在りし日の歌』など。 

8. 【提出された作品に関する講評。】 

9. 金子光晴『現代詩の鑑賞』。戦後詩、「荒地」とその周辺。鮎川信夫、田村隆一など。 

10. 左川ちか、石垣りん、井坂洋子、伊藤比美、平田俊子など。 

11. 石原吉郎『サンチョ・パンサの帰郷』『水準原点』「日常への強制」など。 

谷川俊太郎、大岡信など。 

12. 現在の詩について１ 

13. 現在の詩について２ 

14. まとめ。【レポート提出＝学期末のレポートを授業の際に提出する。】 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

履修登録完了後に、必要があれば Blackboard上で履修者に対しておこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および授業参加度(40%)/授業内に指示した提出物等(20%) 

最終レポート(学期末のレポート)が提出されない場合、単位は取得できない。 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 編者・蜂飼耳、2013、『おとなになるまでに読みたい１５歳の詩➂なやむ』、ゆまに書房 

2. 編者・蜂飼耳、2017、『おとなになるまでに読みたい１５歳の詩⑥わらう』、ゆまに書房 

適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1064 - 

■AU313 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU313／文学講義 ４１３ 

(Lectures on Literature 413) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ジェンダー論 

担当者名 

（Instructor） 
虎井 まさ衛(TORAI MASAE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会的・文化的「性」であるジェンダーが生活の細部に宿るという気付きを始点とし，性の多様性，人間の多様性について考えを

拡げる機会を提供する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講師は実際に女から男に性転換し，戸籍上も男になった者で，肉体だけではなくジェンダーそのものも移行する体験をした。女で

あった時と男になった時，社会の眼はどう変わったか。女の世界と男の世界はどう違い，どう同じなのか。毎回が性別についての

希有な体験授業であるような講義にしていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 多様な性ついて  

2. 性別の習得について  

3. 性別違和感について  

4. 性の変更について  

5. 社会がつくる性について  

6. 宗教と性的少数者について 

7. ＤＶについて／前半の補足 

8. 法的性別について  

9. 性別変更特例法について  

10. 特例法要件から外れる当事者について 

11. 性同一性障害の現状について  

12. ドキュメンタリー作品の解説と視聴（１） 

13. ドキュメンタリー作品の視聴（２） 

14. 今後の課題と展望について 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

基本はテキストの精読。参考文献，色々な媒体の作品や資料については毎回紹介する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/コメントカード兼出席票(40%) 

コメントカード上の成りすまし，私語には特に厳しい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 針間克己他、2011、『性同一性障害って何？』増補改訂版、緑風出版 (ISBN:9784846111014) 

 

参考文献（Readings） 

1. 南野智恵子他、2013、『性同一性害の医療と法』、メディカ出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU315／文学講義 ４１５ 

(Lectures on Literature 415) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸編集論 

担当者名 

（Instructor） 
郷 雅之(GO MASAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2800 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

21 世紀も 18 年目を数え、いま日本映画の最前線は、どのような相貌を帯びているのだろうか？ 本講義では、今世紀に入って

からデビューし、際立った個性で、それぞれに目覚ましい映像世界を切り開きつつある 4 人の俊秀監督――井口奈己（1967～）、

大森立嗣（1970～）、横浜聡子（1978～）、濱口竜介（1978～）――にスポットを当て、「映画とは何か」をラディカルに、オリジナル

なスタイルで追求する彼らの映画作品を緻密に検討しながら、2018 年現在の映画シーンを多様に支える現代日本映画の＜新し

い波＞の魅力と可能性を考えていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グローバル／ローカルの相克、上映メディアの多層化、受容層の変質――避けがたい多様な＜外部＞の波に曝されつつある映

像の世界。そのような場所で「現代日本映画」を撮るという行為は、どういうことであるのか？ インティメートな関係の力学に分け

入っていく『ニシノユキヒコの恋と冒険』の井口奈己、「聖／俗」の弁証法を独創的に解く『光』の大森立嗣、奇想と「私世界」を自在

につなぐ『ウルトラミラクルラブストーリー』の横浜聡子、映像表現の極北を追究する『ハッピーアワー』の濱口竜介――まさに＜映

画の最前線＞で果敢に闘う、すぐれた気鋭の映画監督たち 4 人の軌跡を辿りながら、生きた「日本映画の現在」を学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代日本映画の＜新しい波＞――はじめに 

2. 井口奈己（１）――『犬猫』    

3. 井口奈己（２）――『人のセックスを笑うな』 

4. 井口奈己（３）――『ニシノユキヒコの恋と冒険』 

5. 大森立嗣（１）――『ゲルマニウムの夜』から『ぼっちゃん』まで 

6. 大森立嗣（２）――『まほろ駅前』連作と『さよなら渓谷』 

7. 大森立嗣（３）――『セトウツミ』と『光』 

8. 横浜聡子（１）――『ジャーマン＋雨』 

9. 横浜聡子（２）――『ウルトラミラクルラブストーリー』 

10. 横浜聡子（３）――『俳優 亀岡拓次』 

11. 濱口竜介（１）――『ＰＡＳＳＩＯＮ』 

12. 濱口竜介（２）――『親密さ』 

13. 濱口竜介（３）――『ハッピーアワー』 

14. 日本映画、過去・現在・未来――まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途伝える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間レポート(30%)/出席および授業参加度(30%) 

なお、3 回以上欠席の場合は受講不可となるので、留意されたい。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 濱口竜介ほか、2015、『カメラの前で演じること』、左右社 

2. アンドレ・バザン、2015、『映画とは何か（上・下）』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU316 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU316／文学講義 ４１６ 

(Lectures on Literature 416) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
演劇 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 敦(SASAKI ATSUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代日本演劇の歴史と現在を一望することで、演劇、広くは舞台芸術と呼ばれる表現ジャンルが、日本（語）という条件／環境に

おいて、如何なる意味を持っているかを考察するとともに、周辺諸分野との関連や差異についても考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は可能な限り、さまざまな舞台芸術作品を実際に観ることを軸に行なってゆく。映像素材などを駆使して、現代日本演劇／

史において講師が重要と考える作品を鑑賞しつつ、そこに装填された問題系を解説してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション。この講義の狙いと方法について 

2. チェルフィッチュ／岡田利規の『三月の５日間』の「切断」について 

3. チェルフィッチュ／岡田利規、その後の展開 

4. 青年団／平田オリザの「現代口語演劇」その一 

5. 青年団／平田オリザの「現代口語演劇」その二 

6. 青年団／平田オリザの「現代口語演劇」その三 

7. 現代日本演劇のディケイド論。「90 年代」「80 年代」「それ以前」 

8. ゼロ年代の演劇、五反田団、ポツドール、ハイバイ、など、その一 

9. ゼロ年代の演劇、五反田団、ポツドール、ハイバイ、など、その二 

10. ままごと／柴幸男『わが星』の登場 

11. テン年代の演劇、その一 

12. テン年代の演劇、その二 

13. テン年代の演劇、その三 

14. まとめ／ニッポンの演劇はどこにゆくのか？ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

特になし 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/受講態度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU318／哲学講義 １ 

(Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代哲学の解釈学 hermeneutics の考え方を知る。解釈学の現代的意義とそれが扱える問題射程を理解する。ハンス＝ゲオル

ク・ガダマーの哲学に触れて，その発想法を使うことができるようになる。解釈学の考え方を応用して自らも哲学的に考えることが

できるようになる。解釈学的思考の応用問題として「客観性」概念の抱える困難を理解できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

良い意味でも悪い意味でも相対主義 relativismが思想界で支配的になりつつある中、広範囲に応用可能なドイツの哲学者ハン

ス＝ゲオルク・ガダマー(1900～2002)の解釈学的哲学の発想法を理解することに力点を置く。そのために、現代人の日常生活に

潜む哲学的問題を反省的に洗い出すことから始める。この問題に気付くことから解釈学の発想の重要性を理解してもらう。解釈

学的哲学の理論的発展史を瞥見して，現代の解釈学の必然性を理解してもらう。現代哲学の泰斗であるマルティン・ハイデガー

(1889～1976)の思想も踏まえる。応用問題として「客観性」概念の現代文明で果たしてきた役割とその限界について一緒に考え

たい。適宜質問時間や討論時間を設けて、理解の確認と応用力の涵養に努めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 入門・全体的見通し 

2. 日常生活に潜む哲学的問題・世界観理論への依存 

3. 哲学的解釈学の問題意識 

4. 解釈学の発展・シュライアーマッハー，ディルタイ 

5. 解釈学の存在論的展開・ハイデガー『存在と時間』 

6. 解釈学の認識論的展開・ガダマー『真理と方法』 

7. ガダマー哲学の基本概念 

8. 解釈学の可能性・他分野との関係 

    中間レポート出題 

9. 近代哲学の「主観」「客観」概念 

10. 近代哲学の理性概念 

11. 自然科学的客観性 

12. 生の主観性と客観性 

13. 文脈における客観性 

14. 主観性と客観性を超えて 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習： ブラックボードに授業プリントを事前に掲載するので，予め読んでくること。読んでいることを前提に講義を行う。各自が特

に聞くべきポイントを自覚して講義に来ること。 

復習： 授業で聞いた哲学概念や発想法を日常生活に応用して考える思考実験を必ず行うこと。そうすることによって，理解でき

ていることと理解できないことがはっきりする。理解できないことは，担当教員に質問に来ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート(20%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

担当教員研究室： ロイドホール 7 階 703 号室 
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注意事項（Notice） 
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■AU319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU319／哲学講義 ２ 

(Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
東洋哲学 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東洋哲学の中でも，中国古代哲学分野諸派の思考原理について理解を深める． 

とくに現代中国に受け継がれる文化事象的側面から，各テーマごとに分析する． 

本講義を通して，現代人を支配する，いわゆる科学文明的もくろみ，あるいは，異文化といった恣意的枠組みを越えた普遍的真

理を探求したい． 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国古代哲学分野諸派の思考原理についての理解を深めるにあたって，それらの原著，あるいは周辺資料として現代中国語に

よる論考等を，各テーマごとに原文に基づいて分析していく． 

受講者の漢文，または現代中国語の学習歴は問わないが，その言語的性質を踏まえながら，講義各回のテーマごとに出てくる

キーワードについて，あらかじめリサーチした上で，多角的な検討を交えて（設定テーマに関しての受講者に対する質問・受講者

による中間発表を含む），原著にみる思考原理に迫りたい．このことを通して，普遍的真理を探求する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・概説 

2. 古代漢語（漢文）について 

3. 風水にみる哲理 

4. 四季にみる哲理 

5. 神化にみる哲理 

6. 意念にみる哲理 

7. 中間発表 

8. 食にみる哲理 

9. 養生にみる哲理 

10. 人という感応体にみる哲理 

11. 音律にみる哲理 

12. 格言にみる哲理  

13. 近代漢字文化圏にみる諸哲理の行方 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各回に指定されたキーワードについてリサーチする。 

学習した事項は各自まとめて、適宜追加のリサーチを加え、理解を深めた上で中間発表、および最終レポートに備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間発表(20%)/小課題(20%)/授業における発言(20%) 

2/3 以上の出席がない場合は、成績評価の対象としない（ただし出席点は評価割合に含まない） 

 

テキスト（Textbooks） 

随時配布の資料を使用する 

 

参考文献（Readings） 

1. 王力、1999、『古代漢語 第 3版（全四冊）』、中華書局 (9787101000825,9787101000832,9787101000849,9787101000856) 

2. 張岱年、2015、『中国哲学大纲』、商務印書館 (ISBN:9787100110686) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU320／哲学講義 ３ 

(Lectures on Philosophy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術論１ 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 Ｊ．(IGARASHI JANNU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2200 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

旧石器時代洞窟壁画研究の現状を学び、それをてがかりにヒトとは何か、ヒトはなぜ生き延びることができたのかという哲学的・

人類学的な問いに自ら考察を加えることができるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ホモ・サピエンスの一部がアフリカ大陸を離れ、ユーラシア大陸に移動し、世界中に拡散した。西へと向かったホモ・サピエンスは

自然主義的な美術を開花させた。それがヨーロッパ後期旧石器時代美術である。耐久性のある支持体に残された美術は何万年

も経た現在でも見ることができる。ラスコー、ショーヴェ、アルタミラなどフランスやスペインで数多く発見されている、岩壁という動

かすことのできない支持体を用いた洞窟壁画はよく知られている。また、オーストリアのヴィレンドルフの「ヴィーナス」像など、石

や骨や牙など動かすことができる支持体を使った動産美術がある。本授業では、洞窟壁画、動産美術、さらに装身具に関する研

究についても紹介する。技法、年代決定法、主題、解釈、社会、人類学など様々な視点から当時の美術、ヒトにとっての美術につ

いて考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ラスコー洞窟（フランス・ドルドーニュ県）を中心に 

2. 洞窟壁画の動物主題：ウマ、バイソン、マンモス 

ショーヴェ洞窟（フランス・アルデシュ県）やルフィニャック洞窟（フランス・ドルドーニュ県）を中心に 

3. 動産美術（１）：彫像（女性小立像、動物彫刻など） 

ヴィレンドルフ（オーストリア）、ドルニ・ヴェストニッツェ（チェコ）を中心に 

4. 洞窟壁画の記号：テクティフォルム、クラヴィフォルム 

フォン＝ドゥ＝ゴーム洞窟やレ・コンバレル洞窟（フランス・ドルドーニュ県）を中心に 

5. 動産美術（２）：刻画、浮彫り 

ラ・ヴァッシュ洞窟〈フランス・アリエージュ県）やラ・マドレーヌ岩陰（フランス・ドルドーニュ県）を中心に 

6. 洞窟壁画の解釈：「芸術のための芸術」、狩猟呪術、増殖のための呪術、トーテミズム、シャーマニズム、神話、象徴など 

レ・トロワ＝フレール洞窟（フランス・アリエージュ県）を中心に 

7. 動産美術(３):装飾された道具や装身具 

マス＝ダジル洞窟〈フランス・アリエージュ県）を中心に 

8. 洞窟壁画の年代決定法（１）：相対的年代決定法、様式論（ブルイユとルロワ＝グーラン） 

ペール＝ノン＝ペール洞窟（フランス・ジロンド県）を中心に 

9. 洞窟壁画の年代決定法（２）：「直接的」年代決定法（放射性炭素年代測定法）、壁画を覆う鍾乳石の年代（ウラン系列法） 

クーニャック洞窟（フランス・ロット県）やショーヴェ洞窟（フランス・アルデシュ県）を中心に 

10. 美術の「誕生」 

ブロンボス洞窟（南アフリカ）を中心に 

11. 認知考古学、進化心理学、ホモ・サピエンスの拡散、そして中石器時代、新石器時代へ 

スペイン・レバント美術など 

12. 洞窟壁画の技法、絵具 

ニオー洞窟（フランス・アリエージュ県）を中心に 

13. 旧石器時代美術の発見史と保存について 

アルタミラ洞窟（スペイン、カンタブリア州）を中心に 

14. 補足説明（日本の更新世美術：旧石器時代、縄文草創期） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席態度(30%)/報告(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 海部陽介、五十嵐ジャンヌ、佐野勝宏、2016、『世界遺産ラスコー展』、毎日新聞社、TBSテレビ 

2. P.アッコー、A.ローゼンフェルト、1971、『旧石器時代の洞窟美術』、平凡社 

3. 横山祐之、1992、『芸術の起源を探る』、朝日新聞出版社 (ISBN:4022595418) 

4. D.ルイス＝ウィリアムズ、2012、『洞窟のなかの心』、講談社 (ISBN:4062176130) 

5. 港千尋、2001、『洞窟へ―心とイメージのアルケオロジー』、せりか書房 (ISBN:4796702334) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

五十嵐ジャンヌ「洞窟壁画のある風景」『夢みる人のクロスロード』（港千尋編）平凡社、2016 年 

 

注意事項（Notice） 
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■AU322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU322／哲学講義 ５ 

(Lectures on Philosophy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題１ 

担当者名 

（Instructor） 
大熊 玄(OKUMA GEN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学者エーリヒ・フロム（1900-80）の著作を読み、その鍵概念である「自由」「服従」「愛」「破壊」「持つ／在る」などを理解

し、それらを援用・批判して自分自身と現代社会について思索できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、『自由からの逃走』や『愛するということ』で知られるフロムの著作を通して、学生が単に知識を増やすのではなく、自

ら考えてアウトプットしていく、社会心理学および哲学入門となる。各授業は毎回、前半・後半に分かれる。前半は、学生からのコ

メントメールを紹介し、それに対して講師からコメントや補足説明をする「擬似ワークショップ」形式。授業の後半は、以下の「授業

計画」にそって（学生からのフィードバックによって変更もありうる）、講師がフロムの思想や概念を（できるだけ平易に）紹介、解説

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・人物について 

2. 自由からの逃走（１） 

3. 自由からの逃走（２） 

4. 自由からの逃走（３） 

5. 人間における自由（１） 

6. 人間における自由（２） 

7. 精神分析と宗教 

8. 愛するということ（１） 

9. 愛するということ（２） 

10. 悪について（１） 

11. 悪について（２） 

12. 生きるということ（１） 

13. 生きるということ（２） 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習／各テキスト指定箇所を事前に読んでおく。 

復習／授業を振り返り、コメントメール（主観＋客観）を送る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/コメントメール(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

参考文献（Readings） 

「ブラックボード」上にアップする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

第一回目授業「ガイダンス」にて、授業の方針・進め方を説明します。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU323／哲学講義 ６ 

(Lectures on Philosophy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代思想の諸問題２ 

担当者名 

（Instructor） 
堀 千晶(HORI CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期 (Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

答えを出そうとする前に、問題そのものが上手く立てられているかを考えるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講義では、「２０世紀のフランス哲学」を対象として、なにが切実な問題であったのか、その問題じたいがどのような構造をして

いるのか、その問題に立ち向かうにあたってそれぞれの哲学者はどのような立場をとるのか、異なる立場同士の和解や衝突のあ

りようはどのようになっているのか、といったことを検討していきます。 

 １００年という長いといえば長く、短いといえば短い期間のなかで、当然、出てくる問題も移り変わってゆきますので、講義のなか

では、様々なトピックを扱うことになるだろうと思います（必ずしも、時系列順とはかぎりません）。 全体として、２０世紀のフランス

思想の大きな流れをつかめるような構成にしてゆくつもりです（適宜、ドイツ、イギリスなどの思想にもふれます）。 

 その際に同時に、「哲学」が、「哲学ではないもの」とどのように交叉してゆくのか、とりわけ、「芸術」と「政治」とどのように関係す

るのかを、意識的に見てゆきたいと考えています。ときに映像資料などを使いながら、とりわけ２０世紀フランスにおける、哲学／

芸術／政治の交点をさぐることを目指します（実際に、哲学者たちが、芸術について、政治について、多くのテクストを書いていま

す）。 

 

＊以下、授業計画を記しますが、予定通りに進むとはまったく限りません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. １９３０年代フランスにおけるヘーゲル受容 

3. ベルクソンにおける時間と自由：持続、記憶、生 

4. バタイユ、クロソウスキー：エロティシズムと交換（不可能なもの） 

5. サルトル：文学、暴力、価値転倒 

6. メルロ゠ポンティのセザンヌ、ジュネのジャコメッティ 

7. 戦時下の思想家たちの肖像 

8. 戦後のフランス哲学と政治：マルクス主義と歴史哲学 

9. ６８年５月：マイノリティ／セクシュアリティ／革命論 

10. 映画の政治／政治の映画：ゴダール、ストローブ゠ユイレ 

11. フランスにおけるカント主義をめぐって 

12. 言葉と狂気：フーコー、デリダ、アルトー 

13. 哲学、芸術、政治：ドゥルーズ、ランシエール 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

原則自由。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

以下の２冊は、いわゆる「古典」の部類に入るものです。 

Ｓ・ヒューズ『ふさがれた道 失意の時代のフランス社会思想 1930‐1960』荒川幾男・生松敬三訳、みすず書房、1970 年。 

Ｖ・デコンブ『知の最前線 現代フランスの哲学』高橋允昭訳、TBSブリタニカ、1983 年。 

美術に関しては、必ずしもフランス絡みではありませんが、以下のものが抜群に面白いです。 

松浦寿夫・ 岡崎乾二郎『絵画の準備を！』朝日出版社、2005 年。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU324 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU324／哲学講義 ７ 

(Lectures on Philosophy 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
死生論 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 紀子(OOKUBO NORIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の伝統的な死生観を知ることによって，生と死の問題についてより広い視野から多面的に考えていくことができるようになる

ことを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本では生と死，あるいは生者と死者が截然とわけられることはなく，互いに作用しあうものと考えられてきた。例えば，生は擬死

を経ることによって刷新され，充実したものとなるとされ，また，死者は生者のはたらきかけによって新しい境地に至ることができ

ると考えられてきた。本講義では，最初に神道，国学の文献によって生と死がどのようにとらえられているかを把握し，次に「擬死

再生」，「祖先祭祀」について考察することによって生と死の位相を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序１「生」という言葉について 

2.  ２「死」について 

 ３「伝統的」ということの意味 

3. 本論 

一 神道，及び国学にみる死生観 

 １『古事記』，日本書紀』の死生観 

 （１）神道について 

       ・神の定義  ・神道の定義 

4.     ・神道の根底にある観念 

5. （２）『古事記』，『日本書紀』にみる死生観 

    ・黄泉がえり ・天の岩屋戸 

6.     ・三重の采女  ・気涸れ 

7. ２平田篤胤の死生観 

 予備的知識 ・国学について 

       ・人が神となるということについて 

8. （１）人が死後神となるということの意味 

    ・神となる条件 

    ・神のはたらき 

9. （２）幽冥界のありさま 

 （３）人の在るべき姿 

10. 二 生と死の位相 

１「擬死再生」 

 （１）成人儀礼 

11. （２）羽黒山秋の峰入り  

12. ２死で終わるのではない 

 （１）他界 

  ・三つの他界観 ・大祓 ・この世と他界との接点 

13. （２）死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・『万葉集』にみる死者と生者の相互的はたらきかけ 

  ・祖先祭祀 

14.   ・死者との再会―モリ供養 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習は特に必要としない。復習については初回の授業で詳しく説明するが、レポート作成のために、毎回、授業の内容に対する

自分自身の考え、あるいは質問を整理、ないしは展開して、ノートに書き残しておくことが必須である。 
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成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(86%)/出席および受講態度(14%) 

遅刻は認めない。初回に受講心得，評価基準について説明するので受講希望者は必ず出席すること。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU325／哲学概論 １ 

(Introductory Lectures on Philosophy 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋哲学とはどのような学問なのか 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

哲学がヨーロッパの思想文化であることを深く知る。その上で、哲学が普遍的に機能することができるための条件を知る。哲学が

多様な内容を歴史的に展開してきたことを知る。哲学の学問文化全体に対する寄与と、人々の社会生活に対する直接的寄与を

知る。自ら哲学的に考え、それを応用して自分の知的関心および実生活に適用する方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

哲学が始まった時の原点を重視する意味で、ギリシャ哲学を比較的詳しく検討する。自然の成り立ちへの関心、存在者一般の成

立原理とそれをロゴス化しようとする発想、ロゴスの対話による真理探究、ロゴスの独自の世界、ロゴスと人間の知的能力との関

係、運命による支配とそれを制御しようとする人間のロゴスとの葛藤、などを見てゆく。その上で、現代人の哲学とのかかわりを自

覚するために 19 世紀から 20 世紀にかけて、ギリシャ哲学の発想がどのように継承されて、ヨーロッパ哲学が展開され続けてい

るのかを検討する。そしてヨーロッパから遠く離れた東アジアで哲学が有効であることを確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学全般の概観 

2. 哲学の原点としての自然哲学 

3. 自然と人間を結びつけるロゴス 

4. ロゴスによる対話の可能性(ソクラテスの活動) 

5. 純粋ロゴスの世界(プラトンのイデア論) 

6. 人間の認識能力におけるロゴス(アリストテレスの経験主義) 

7. 運命に抗うロゴス(ヘレニズム期哲学の倫理思想) 

8. ギリシャ哲学とは何であったか 

9. 近代哲学の開始(デカルトの主体主義) 

10. 啓蒙主義合理思想の光と影 

11. 自然科学のロゴス絶対主義 

12. 実存哲学の反ロゴス主義 

13. ニヒリズムと相対主義(ロゴスの揺らぎ) 

14. 哲学とは何であったか 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業プリントは事前に入手できるようにするので、予め読んでくること。毎回リアクションペーパーの提出を求めるが、事前学習の

質により、その内容が左右されるので、予めよく読んで考え、自分なりの聴きたいテーマを持って授業に臨むこと。授業終了後

は、授業で得た哲学の発想を自分の日常生活に映して、授業内容を具体的に追体験しておくこと。最終試験には、その成果が問

われる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/中間レポート(30%)/リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU326／哲学概論 ２ 

(Introductory Lectures on Philosophy 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
儒教の倫理思想 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学とは異なる思想枠組みの存在を認識し，哲学的思考の可能性を広げることができるようになることを目指して，東アジア

世界の伝統思想を代表する儒教の思想構造を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

儒教の思想構造について，倫理思想にかかわる部分に重点を置いて解説する。教科書を用いて大枠を把握したうえで，その内

容にかかわる具体的な思想テクストの読解を組み合せることにより，立体的な理解を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 儒教とは何か 

3. 儒教道徳（１）：三綱五常を中心に 

4. 儒教道徳（２）：忠、孝を中心に 

5. 儒教における天の意味（１）：天と宗教性 

6. 儒教における天の意味（２）：死への対処 

7. 儒教思想の基本型 

8. 儒教的人格 

9. 儒教の規範（１）：経書 

10. 儒教の規範（２）：礼を中心に 

11. 儒教の社会観・政治観 

12. 儒教の地域的／時代的変容 

13. 現代における儒教 

14. 総括 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

予習範囲として指示された範囲のテキストを読み、その内容にかかわる課題（Blackboard上に小テストを設定する）に対応したう

えで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/予習課題(20%)/コメントペーパー(20%) 

コメントペーパーは出席確認を兼ねる。なお、75%以上の出席をしていない場合は，成績評価の対象としない。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 土田健次郎、2011 年 2,808円、『儒教入門』、東京大学出版会 (ISBN:9784130130506) 

授業時には資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. アンヌ・チャン、2010、『中国思想史』、知泉書館 (ISBN:9784862850850) 

2. 小島毅、2017、『宗教の世界史５ 儒教の歴史』、山川出版社 (ISBN:9784634431355) 

その他は適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

予習課題等のために Blackboard を用いる予定。 

 

注意事項（Notice） 
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■AU327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU327／現代倫理 

(Ethics) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
２０世紀の西欧思想と「自由」の問題について考える 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 香織(SATO KAORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2000 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本授業においては、２０世紀の西欧思想が直面してきた「自由」という問題を精査しながら、その問題の深さと倫理的意味を探求

し、議論を組み立てていく力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は、２０世紀西欧思想を背景とした「自由」の問題をテーマとする。人は誰でも自由でありたいと望む。けれど、「自由」とは

そもそも何であるのか。「自由」と「非自由」はいかにして区別されるのか。こういった問いは常に倫理学の問いであり続けてきた。

２０世紀の西欧社会においても例外ではなく、労働をめぐる社会状況、度重なる戦争、文化的摩擦、人間と自然の関係といった問

題が生じるなかで、その都度同時代の人々によって多くの思考がなされてきた。これらの思考は、私たちに「自由」の意味を問い

かけるとともに、その問題の複雑さと困難をあらわにする。本講義では、作品解釈および議論への参加を通じて、様々な視点から

「自由」に関する議論を検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：「自由」の定義を考える  

2. 労働者と抑圧：シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』 

3. 魂が求めるものとしての自由：シモーヌ・ヴェイユ『根を持つこと』 

4. 封鎖された都市（１）：『レーナの日記』 

5. 封鎖された都市（２）：カミュ『ペスト』 

6. 「行為すること」と「自由」：サルトル『実存主義とはなにか』 

7. 支配に対する抵抗と自由：ファノン『地に呪われたるもの』 

8. まとめ：中間レポート提出 

9. 悪を行う「自由」について 

10. 「自由」の限定：ヘイトスピーチと表現の自由 

11. 「自由」の有限性について 

12. 災害、悪、「自由」：デュピュイ『ツナミの小形而上学』 

13. 人間的なものと「自由」 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

配布プリントを熟読して、最後に記載されている問いについて考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間レポート(20%)/コメントペーパーの内容(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU368 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU368／文学講義 ４１８ 

(Lectures on Literature 418) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論１ 

担当者名 

（Instructor） 
岩川 ありさ(IWAKAWA ARISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、世界文学についての基礎的な知識や理論について概観し、自ら文学を解釈するための力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

これまで、世界文学の「正典（カノン）」は、日本文学、イギリス文学、アメリカ文学、フランス文学、ドイツ文学というように、国別、

言語別で編纂されることが多かった。しかし、一つの国、一つの言語に限定される文学の捉え方から、世界の中で文学を幅広く捉

える「世界文学」という概念も広まっている。「母語」の外に出て創作する作家たちが多く生まれている現在において、世界文学の

視点は文学研究に欠かせない。この講義では、戦争と文学、震災と文学、ヘイトスピーチの現在など、この世界で起こっている歴

史的な出来事と文学の関係について展望し、多様な文学テクストを読解するために必要な、知識、理論、倫理について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション―世界文学とは何か？ 

2. エクソフォンの作家たち：多和田葉子とリービ英雄 

3. オムニフォンの作家たち：オムニフォンとは何か？ 

4. 祈りとしての文学：岡真理と小野正嗣 

5. ヒロシマと文学―「ヒロシマ・モナムール」、「ヒロシマ・ノート」 

6. ナガサキと文学―「TOMORROW 明日」、「長い時間をかけた人間の経験」 

7. ホロコーストと文学：「はじめはちっぽけな言葉だった」 

8. トラウマと文学(1)：「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」 

9. トラウマと文学(2)：「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」 

10. カズオ・イシグロの世界 

11. セーラー服の歌人・鳥居：絶望と希望をめぐって 

12. 世界文学のフロンティア(1) 

13. 世界文学のフロンティア(2) 

14. まとめ 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

授業時に準備学習について指示する。毎回のコメントペーパーの提出が必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/コメントペーパー(30%) 

コメントペーパーでは充分な分量と考察を求める。また、レポートについても、文献や典拠を明示しつつ、自らの考察を論理的に

展開することが必須である。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. デイヴィッド・ダムロッシュ、2011、『世界文学とは何か？』、国書刊行会 

2. フランコ・モレッティ、2016、『遠読—〈世界文学システム〉への挑戦』、みすず書房 

3. リービ英雄、2011、『日本語を書く部屋』、岩波現代文庫 

4. 多和田葉子、2012、『エクソフォニー』、岩波現代文庫 

5. 水村美苗、2015、『日本語が亡びるとき』、ちくま文庫 

毎回の講義でも参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■AU369 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

AU369／文学講義 ４１９ 

(Lectures on Literature 419) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界文学論２ 

担当者名 

（Instructor） 
河野 至恩(KONO SHION) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW2300 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、近年の「世界文学」論をふまえつつ、日本文学を世界の文脈から読み直すことを目指す。特に、英語圏の日本文学

の翻訳に注目し、日本文学が英語にどう訳され、どのように受容されてきたのか、そして、日本文学が英語で読まれることの意義

について考えたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、まず、世界文学論・翻訳理論の重要な概念を検討する。次に、英語で読む日本文学の歴史を振り返る。このセク

ションは 1920 年代にアメリカで広く読まれた杉本鉞子『武士の娘』の読解を含む。最後に、「英語の世紀」と呼ばれる 21 世紀に日

本文学が直面している課題について水村美苗『日本語が亡びるとき』を通して考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：世界文学という読み方 

2. 世界文学論・翻訳理論（１） 

ダムロッシュ『世界文学とは何か？』 

3. 世界文学論・翻訳理論（２） 

4. 世界文学論・翻訳理論（３） 

5. 英語から見た日本文学史（１） 

エメリック「日本文学の発見―和文英訳黎明期に関する試論」 

6. 英語から見た日本文学史（２） 

河野「一九一〇年代における英語圏の日本近代文学」 

7. 英語から見た日本文学史（３） 

杉本『武士の娘』 

8. 英語から見た日本文学史（４） 

杉本『武士の娘』 

9. 英語から見た日本文学史（５） 

杉本『武士の娘』 

10. 英語から見た日本文学史（６） 

戦後から現在の日本文学翻訳：谷崎・川端・三島・村上春樹 

11. 英語の世紀と日本文学（１） 

水村『日本語が亡びるとき』 

12. 英語の世紀と日本文学（２） 

水村『日本語が亡びるとき』 

13. グループ発表（１） 

14. グループ発表（２） 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

受講者は毎回の授業に出された課題テクストの箇所を読み、考えをまとめておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/グループ発表(25%)/リアクションペーパー(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 杉本鉞子、1994、『武士の娘』、ちくま文庫 (ISBN:978-4480027825) 

2. 水村美苗、2015、『増補 日本語が亡びるとき』、ちくま文庫 (ISBN:978-4480432667) 

 

参考文献（Readings） 

1. デイヴィッド・ダムロッシュ、2011、『世界文学とは何か？』、国書刊行会 

2. 河野・村井（編）、2018、『日本文学の翻訳と流通』、勉誠出版 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU781 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU782 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 1086 - 

■AU783 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU784 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU785 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■AU786 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒論（制作）／指導演習 

(Thesis and Seminar in Thesis Writing) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
１０単位(10 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PCW4840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究対象を絞って研究主題を深め，時に遭遇する内容上あるいは書き方の上での疑問を解決しながら，最終的に優れた卒業論

文を作成できるようになることをめざす． 

 

授業の内容（Course Contents） 

指導教員と学生が必要に応じて直接話し合い，研究課題への理解を深め各自の問題を解決する．演習時間は個別に相談のうえ

で設定する．授業内容は，論文執筆者がその時に抱えている問題意識によって変わる． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：演習の進め方，スケジュールの確認 

2. 発表と討議１(論文概容) 

3. 発表と討論２(論文概容) 

4. 発表と討議３(論文概容) 

5. 発表と討議４(論文概容) 

6. 発表と討議５(論文概容) 

7. 発表と討議６(論文構成) 

8. 発表と討議７(論文構成) 

9. 発表と討議８(論文構成) 

10. 発表と討議９(論文構成) 

11. 発表と討議１０(論文原稿指導) 

12. 発表と討議１１(論文原稿指導) 

13. 発表と討議１２(論文原稿指導) 

14. まとめ：卒業論文，卒業制作の提出準備 

 

授業時間外（予習・復習等）の学習（Study Required Outside of Class） 

各自のテーマに関する知識を増やし，思考を深めるために，授業で与えられた課題に応えて，文献読解および調査を，授業に合

わせて行ってくること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表報告内容(20%)/卒業論文・卒業制作(60%)/授業参加度（発言回数＋発言内容）(20%) 

決められた期限までに卒業論文または卒業制作を提出し、なおかつ所定の面接審査を経て判定する。 

 

テキスト（Textbooks） 

論文執筆者が研究対象とする作品 

 

参考文献（Readings） 

授業中折にふれて紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


