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■HM101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学概説１ 

(Introduction to Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学の成り立ち、人の心の基本的な仕組み及び働き 

担当者名 

（Instructor） 

都築 誉史(TSUZUKI TAKASHI)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学概説２」とあわせて，心理学を学習・研究する上で必要不可欠な基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「心理学概説１」では，おもに基礎心理学的領域を講じる。また、基礎心理学の立場から、人の心の仕組み及び働きについて講

義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論，心理学の歴史 

2. 心理学の方法 

3. 脳と生理(1) 

4. 脳と生理(2) 

5. 学習と動機づけ(1) 

6. 学習と動機づけ(2) 

7. 学習と動機づけ(3) 

8. 感覚と知覚(1) 

9. 感覚と知覚(2) 

10. 知識と言語(1) 

11. 知識と言語(2) 

12. 記憶のしくみ 

13. 思考(1)：問題解決，推論 

14. 思考(2)：判断と意思決定 

 

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)(60%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚本伸一・堀耕治編、2005 年、『現代心理学への招待』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-116-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃、2011 年、『心理学（第 4 版）』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121057) 

2. P. G. ジンバルドー、1983 年、『現代心理学１～３』、サイエンス社 

3. 無藤隆・森敏昭ほか、2004 年、『心理学』、有斐閣 (ISBN:4-641-05369-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学概説２ 

(Introduction to Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学の成り立ち、人の心の基本的な仕組み及び働き 

担当者名 

（Instructor） 

林 もも子(HAYASHI MOMOKO)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学概説１」と併せて、心理学を学習・研究する上で必要不可欠な基礎知識を身につける。 

また、心理学を学ぶことについてキャリアの視点から考え、今後の心理学科における学びの方向性をみつける 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用心理学領域の成り立ちについて講義する。また、応用心理学の立場から、人の心の仕組み及び働きについて講義する。 

応用心理学領域、発達、社会、人格、臨床領域について、4 人の担当者が分担して講義する。 

また、研究倫理についても基礎的なことを講義する。発達心理学は塚本、社会心理学は小口、人格心理学は松永、臨床心理学

およびキャリアは林が担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発達心理学について講義する 

2. 発達心理学について講義する 

3. 発達心理学について講義する 

4. 発達心理学について講義する 

5. 社会心理学について講義する 

6. 社会心理学について講義する 

7. 社会心理学について講義する 

8. 人格心理学について講義する 

9. 人格心理学について講義する 

10. 人格心理学について講義する 

11. 臨床心理学と研究倫理について講義する 

12. 臨床心理学について講義する 

13. 臨床心理学について講義する 

14. 心理学科で学ぶことについてキャリアの視点から考える 

 

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

指定されたテキストをあらかじめ読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚本伸一・堀耕治、2005、『現代心理学への招待』、樹村書房 (ISBN:488367116X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計法１(A) 

(Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究する過程での様々な課題を解決するための道具として，また社会的な調査を行うための手段として，統計的

な考え方や基礎的な知識を身につけ，使いこなせるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「統計法 1」では

主に記述統計法について講義を行う。そのため，下記のテーマについて教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認し

ながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計法と測定値の取り扱い（1） 

2. 統計法と測定値の取り扱い（2） 

3. 度数分布と統計図表 

4. 中心傾向の測度 

5. 得点の散布度（1） 

6. 得点の散布度（2） 

7. 得点の散布度（3） 

8. 正規分布と相対的位置の測度 

9. 直線相関と直線回帰（1） 

10. 直線相関と直線回帰（2） 

11. 直線相関と直線回帰（3） 

12. 母集団と標本（1） 

13. 母集団と標本（2） 

14. 社会における統計的手法の実用例，既存統計資料の評価 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計法２(A) 

(Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 暢俊(OKUBO NOBUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究していくうえで，また社会的な調査を行うための手段として，統計分析は必要不可欠である。統計分析を使い

こなすため，基本的な考え方と基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「統計法 2」では

推測統計学について講義する。下記のテーマについて、基本的には教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認しなが

ら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 母集団と標本 

2. 統計的仮説検定（1） 

3. 統計的仮説検定（2） 

4. 2 つの平均値の差の検定（1） 

5. 2 つの平均値の差の検定（2） 

6. 分散分析入門 

7. 1 要因被験者間分散分析 

8. 多重比較 

9. 1 要因被験内分散分析 

10. 複雑な分散分析（1） 

11. 複雑な分散分析（2） 

12. カイ 2 乗検定 

13. 相関係数の検定 

14. 回帰分析と多変量解析入門 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に複数回行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／実験調査実習１（A) 

(Practice in Research & Experimental Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「実験調査実習 2」と対になっており，「実験調査実習 1A」（春学期）履修者は秋学期に「実験調査実習 2A」を，また

「実験調査実習 1B」（秋学期）履修者は春学期に「実験調査実習 2B」を履修することになる。1A と 1Bの授業内容は同じである。

1A，1B とも初回に全体ガイダンスをおこなう。全体ガイダンスでは注意事項を詳細に伝達するので必ず出席しなければならな

い。第２週からは少人数の班に分かれて，インストラクターの指導下で実験実習をおこなう。実習種目としては以下のものを予定

している。また，個別・集団レポート指導，集団研究指導も行う。 

１. 大きさの恒常 ２. 音源定位 ３. 感覚尺度 ４. 短期記憶 ５. 強化スケジュール ６. 心的回転 ７. NIRSによる脳機能計測 

８. ＧＳＲ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・集団レポート指導 

2. 実習種目（１） 

3. 個別レポート指導（１） 

4. 実習種目（２） 

5. 実習種目（３） 

6. 実習種目（４） 

7. 実習種目（５） 

8. 実習種目（６） 

9. 実習種目（７） 

10. 集団研究指導 

11. 実習種目（８） 

12. 個別レポート指導（２） 

13. 個別レポート指導（３） 

14. 総括 

 

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

各実習種目について，実施前に「実験調査実習要領書」の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

種目毎に提出するレポートにより評価する。レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳し

い減点対象となる。また種目実施日に欠席した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「実験調査実習要領書」を用いる。毎週持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

「実験調査実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／実験調査実習１(B) 

(Practice in Research & Experimental Methods 1) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「実験調査実習 2」と対になっており，「実験調査実習 1A」（春学期）履修者は秋学期に「実験調査実習 2A」を，また

「実験調査実習 1B」（秋学期）履修者は春学期に「実験調査実習 2B」を履修することになる。1A と 1Bの授業内容は同じである。

1A，1B とも初回に全体ガイダンスをおこなう。全体ガイダンスでは注意事項を詳細に伝達するので必ず出席しなければならな

い。第２週からは少人数の班に分かれて，インストラクターの指導下で実験実習をおこなう。実習種目としては以下のものを予定

している。また，個別・集団レポート指導，集団研究指導も行う。 

１. 大きさの恒常 ２. 音源定位 ３. 感覚尺度 ４. 短期記憶 ５. 強化スケジュール ６. 心的回転 ７. NIRSによる脳機能計測 

８. ＧＳＲ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・集団レポート指導 

2. 実習種目（１） 

3. 個別レポート指導（１） 

4. 実習種目（２） 

5. 実習種目（３） 

6. 実習種目（４） 

7. 実習種目（５） 

8. 実習種目（６） 

9. 実習種目（７） 

10. 集団研究指導 

11. 実習種目（８） 

12. 個別レポート指導（２） 

13. 個別レポート指導（３） 

14. 総括 

 

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

各実習種目について，実施前に「実験調査実習要領書」の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

種目毎に提出するレポートにより評価する。レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳し

い減点対象となる。また種目実施日に欠席した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「実験調査実習要領書」を用いる。毎週持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

「実験調査実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／実験調査実習２(A) 

(Practice in Research & Experimental Methods 2) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における質問紙調査，面接調査の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解

し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数の班に分かれてインストラクターの指導下で実習をおこなう。実習内容は質問紙調査や面接調査の実施と量的および質

的分析，調査結果の発表などである。 

この授業の履修者は 2018 年度カリキュラムの「心理学調査実習 1(A)」および「心理学調査実習 2(A)」の履修者と一緒に受講す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質問紙調査の企画から実施まで 

2. データ分析の基礎 

3. SPSSの使用法 

4. 因子分析 

5. 心理尺度の作成 

6. 面接法 1（半構造化面接） 

7. 面接法 2（KJ 法） 

8. 調査参加実習 

9. SPSSによる重回帰分析 

10. AMOSによる重回帰分析 

11. AMOSによる共分散構造分析  

12. データ解析の実践１ 

13. データ解析の実践２ 

14. レポート指導／講評 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学調査実習要領書」その他の資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学調査実習要領書」に記載するほか，授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に記した実習種目の一部は実習の班によって順序が入れ替わる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／実験調査実習２(B) 

(Practice in Research & Experimental Methods 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
３単位(3 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における質問紙調査，面接調査の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解

し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数の班に分かれてインストラクターの指導下で実習をおこなう。実習内容は質問紙調査や面接調査の実施と量的および質

的分析，調査結果の発表などである。 

この授業の履修者は 2018 年度カリキュラムの「心理学調査実習 1(B)」および「心理学調査実習 2(B)」の履修者と一緒に受講す

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質問紙調査の企画から実施まで 

2. データ分析の基礎 

3. SPSSの使用法 

4. 因子分析 

5. 心理尺度の作成 

6. 面接法 1（半構造化面接） 

7. 面接法 2（KJ 法） 

8. 調査参加実習 

9. SPSSによる重回帰分析 

10. AMOSによる重回帰分析 

11. AMOSによる共分散構造分析  

12. データ解析の実践１ 

13. データ解析の実践２ 

14. レポート指導／講評 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学調査実習要領書」その他の資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学調査実習要領書」に記載するほか，授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に記した実習種目の一部は実習の班によって順序が入れ替わる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読１(A) 

(Reading in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ１学期は第Ⅰクールと第Ⅱクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講読の進め方・課題と提出物・小テストなど） 

2. 第Ⅰクール１回目 

3. 第Ⅰクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅰクール３回目 

5. 第Ⅰクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅰクール５回目 

7. 第Ⅰクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅱクール１回目 

9. 第Ⅱクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅱクール３回目 

11. 第Ⅱクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅱクール５回目 

13. 第Ⅱクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読１(B) 

(Reading in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUNORI) 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ１学期は第Ⅰクールと第Ⅱクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講読の進め方・課題と提出物・小テストなど） 

2. 第Ⅰクール１回目 

3. 第Ⅰクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅰクール３回目 

5. 第Ⅰクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅰクール５回目 

7. 第Ⅰクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅱクール１回目 

9. 第Ⅱクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅱクール３回目 

11. 第Ⅱクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅱクール５回目 

13. 第Ⅱクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読１(C) 

(Reading in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ１学期は第Ⅰクールと第Ⅱクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講読の進め方・課題と提出物・小テストなど） 

2. 第Ⅰクール１回目 

3. 第Ⅰクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅰクール３回目 

5. 第Ⅰクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅰクール５回目 

7. 第Ⅰクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅱクール１回目 

9. 第Ⅱクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅱクール３回目 

11. 第Ⅱクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅱクール５回目 

13. 第Ⅱクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読１(D) 

(Reading in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

大石 幸二(OISHI KOUJI) 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ１学期は第Ⅰクールと第Ⅱクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（講読の進め方・課題と提出物・小テストなど） 

2. 第Ⅰクール１回目 

3. 第Ⅰクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅰクール３回目 

5. 第Ⅰクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅰクール５回目 

7. 第Ⅰクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅱクール１回目 

9. 第Ⅱクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅱクール３回目 

11. 第Ⅱクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅱクール５回目 

13. 第Ⅱクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読１(E) 

(Reading in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究法入門 

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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

再履修クラス  

2014 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し、心理学の代表的な研究法や研究計画を学ぶ。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事

例について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入科目「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の内容理解を前提としながら、心理学の代表的な研究法や研究計画を

学ぶ。そして、形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続を図るため、英語文献を読み込

むためのスキルを身につける。また、自由科目の「英語講読・演習系科目」を履修する基盤となる。なお、講読で扱う心理学の領

域は、基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（テキストの配布と説明） 

2. 質的データと量的データ 

3. 実験法 

4. 実験計画① 

5. 実験計画② 

6. 面接と質問紙① 

7. 面接と質問紙② 

8. 小テスト（中間テスト） 

9. 観察法① 

10. 観察法② 

11. 相関① 

12. 相関② 

13. 事例研究 

14. 小テスト（期末テスト） 

 

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

１．テキストの指定範囲の逐語訳を行う 

２．キータームや図表・コラムを調べる 

３．講読箇所の要約と説明準備を行う 

４．担当講師のコメントや解説を踏まえて復習を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加（指名発表や質疑応答を含む）(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１．講読するテキストは初回授業（ガイダンス）時に配布する 

２．Exploring Psychology Study（Oxford University Press, 2010）を用いる 

 

参考文献（Readings） 

心理学科の導入科目「心理学概説１・２」と「統計法１・２」で使用したテキストや資料が参考になるので、それらを十分に活用する

こと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間外の学習や発展的な学習に資するために、追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある。各担当講師

は、Blackboardなどの学修支援システムを活用してこれらを行うので、必要に応じてこれらの学修支援システムを参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■HM115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読２(A) 

(Reading in Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUNORI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ２学期は第Ⅲクールと第Ⅳクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備日（＊Ｓ２学期・講読準備） 

2. 第Ⅲクール１回目 

3. 第Ⅲクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅲクール３回目 

5. 第Ⅲクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅲクール５回目 

7. 第Ⅲクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅳクール１回目 

9. 第Ⅳクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅳクール３回目 

11. 第Ⅳクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅳクール５回目 

13. 第Ⅳクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 21 - 

■HM116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読２(B) 

(Reading in Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

大石 幸二(OISHI KOUJI) 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ２学期は第Ⅲクールと第Ⅳクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備日（＊Ｓ２学期・講読準備） 

2. 第Ⅲクール１回目 

3. 第Ⅲクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅲクール３回目 

5. 第Ⅲクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅲクール５回目 

7. 第Ⅲクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅳクール１回目 

9. 第Ⅳクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅳクール３回目 

11. 第Ⅳクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅳクール５回目 

13. 第Ⅳクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 

 



 - 22 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 23 - 

■HM117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読２(C) 

(Reading in Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ２学期は第Ⅲクールと第Ⅳクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備日（＊Ｓ２学期・講読準備） 

2. 第Ⅲクール１回目 

3. 第Ⅲクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅲクール３回目 

5. 第Ⅲクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅲクール５回目 

7. 第Ⅲクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅳクール１回目 

9. 第Ⅳクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅳクール３回目 

11. 第Ⅳクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅳクール５回目 

13. 第Ⅳクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読２(D) 

(Reading in Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究論文の読解 

担当者名 

（Instructor） 

橋本 和典(HASHIMOTO KAZUTOSHI) 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し，心理学の代表的な研究法について知る。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事例に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入期科目である「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の学修・内容理解を前提としながら，研究論文（縮刷版）の実際

にあたる。そして，形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続をはかるために，１．研究計

画について学び，２．英語文献を読み込む技術を高める。また，自由科目に設定される「英語文献講読演習」を履修する基盤とす

る。Ｓ２学期は第Ⅲクールと第Ⅳクールに時期区分して，週２回授業を行う。２回で１篇の論文を読む予定である。なお，講読で扱

う心理学研究の領域は，基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備日（＊Ｓ２学期・講読準備） 

2. 第Ⅲクール１回目 

3. 第Ⅲクール２回目 

（小テストを行う） 

4. 第Ⅲクール３回目 

5. 第Ⅲクール４回目 

（小テストを行う） 

6. 第Ⅲクール５回目 

7. 第Ⅲクール６回目 

（小テストを行う） 

8. 第Ⅳクール１回目 

9. 第Ⅳクール２回目 

（小テストを行う） 

10. 第Ⅳクール３回目 

11. 第Ⅳクール４回目 

（小テストを行う） 

12. 第Ⅳクール５回目 

13. 第Ⅳクール６回目 

（小テストを行う） 

14. 予備日（＊補講対応） 

 

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

１．心理学研究論文の指定箇所の逐語訳を行うこと 

２．側註の専門用語を調べること 

３．授業内の解説をふまえて，復習を行うこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Banyard, P., & Grayson, A.. 2007. Introducing Psychological Research(3rd ed.). Macmillan Education (ISBN:9781403900388) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 

２．Blackboardなど学修支援システムを活用する場合がある 

３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学文献講読２(E) 

(Reading in Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学研究法入門 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 正樹(SAITO MASAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 

再履修クラス  

2014 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英語で記述されたテキストを講読し、心理学の代表的な研究法や研究計画を学ぶ。あわせて心理学の理論・概念・用語・研究事

例について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学科の導入科目「心理学概説１・２」と「統計法１・２」の内容理解を前提としながら、心理学の代表的な研究法や研究計画を

学ぶ。そして、形成期・完成期科目である「心理学研究法」および「心理学演習」への円滑な接続を図るため、英語文献を読み込

むためのスキルを身につける。また、自由科目の「英語講読・演習系科目」を履修する基盤となる。なお、講読で扱う心理学の領

域は、基礎・応用・臨床とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（テキストの配布と説明） 

2. 研究法の選択① 

3. 研究法の選択② 

4. 研究法の選択③ 

5. 研究法の選択④ 

6. 記述統計① 

7. 記述統計② 

8. 小テスト（中間テスト） 

9. まとめ① 

10. まとめ② 

11. まとめ③ 

12. まとめ④ 

13. 研究事例紹介 

14. 小テスト（期末テスト） 

 

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

１．テキストの指定範囲の逐語訳を行う 

２．キータームや図表・コラムを調べる 

３．講読箇所の要約と説明準備を行う 

４．担当講師のコメントや解説を踏まえて復習を行う 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(30%)/積極的な授業参加（指名発表や質疑応答を含む）(40%)/小テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

１．講読するテキストは初回授業（ガイダンス）時に配布する 

２．Exploring Psychology Study（Oxford University Press, 2010）を用いる 

 

参考文献（Readings） 

心理学科の導入科目「心理学概説１・２」と「統計法１・２」で使用したテキストや資料が参考になるので、それらを十分に活用する

こと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

時間外の学習や発展的な学習に資するために、追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある。各担当講師

は、Blackboardなどの学修支援システムを活用してこれらを行うので、必要に応じてこれらの学修支援システムを参照すること。 
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注意事項（Notice） 
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■HM122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計法１(B) 

(Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 暢俊(OKUBO NOBUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究する過程での様々な課題を解決するための道具として，また社会的な調査を行うための手段として，統計的

な考え方や基礎的な知識を身につけ，使いこなせるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「統計法 1」では

主に記述統計法について講義を行う。そのため，下記のテーマについて教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認し

ながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計法と測定値の取り扱い（1） 

2. 統計法と測定値の取り扱い（2） 

3. 度数分布と統計図表 

4. 中心傾向の測度 

5. 得点の散布度（1） 

6. 得点の散布度（2） 

7. 得点の散布度（3） 

8. 正規分布と相対的位置の測度 

9. 直線相関と直線回帰（1） 

10. 直線相関と直線回帰（2） 

11. 直線相関と直線回帰（3） 

12. 母集団と標本（1） 

13. 母集団と標本（2） 

14. 社会における統計的手法の実用例，既存統計資料の評価 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／統計法２(B) 

(Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2017 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究していくうえで，また社会的な調査を行うための手段として，統計分析は必要不可欠である。統計分析を使い

こなすため，基本的な考え方と基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「統計法 2」では

推測統計学について講義する。下記のテーマについて、基本的には教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認しなが

ら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 母集団と標本 

2. 統計的仮説検定（1） 

3. 統計的仮説検定（2） 

4. 2 つの平均値の差の検定（1） 

5. 2 つの平均値の差の検定（2） 

6. 分散分析入門 

7. 1 要因被験者間分散分析 

8. 多重比較 

9. 1 要因被験内分散分析 

10. 複雑な分散分析（1） 

11. 複雑な分散分析（2） 

12. カイ 2 乗検定 

13. 相関係数の検定 

14. 回帰分析と多変量解析入門 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に複数回行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学実験実習１(A) 

(Practice in Psychological Experimental Methods 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度・2017 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画立案や実施，データの集計と基礎的な統計解析，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解し，習

得する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「心理学調査実習 1」と対になっており，「心理学実験実習 1A」（春学期）履修者は秋学期に「心理学調査実習 1A」を，

また「心理学実験実習 1B」（秋学期）履修者は春学期に「心理学調査実習 1B」を履修することになる。1A と 1Bの授業内容は同

じである。 

心理学実験実習 1A，1B とも初回に全体ガイダンスをおこなう。全体ガイダンスでは注意事項を詳細に伝達するので必ず出席し

なければならない。第２週からは少人数の班に分かれて，インストラクターの指導下で実験実習をおこない，心理学実験の計画

立案，実施，データの集計と基礎的な統計解析，報告書の作成について学ぶ。なお，各学期の最初 10 週で授業が完結する。各

学期とも，残り 4 週において発展的な内容を扱う「心理学実験実習２」が選択科目として開講される。 

実習種目としては以下のものを予定している。また，個別・集団レポート指導，集団研究指導も行う。 

１. 音源定位 ２. 感覚尺度 ３. 短期記憶 ４. 強化スケジュール ５. 心的回転 ６. NIRSによる脳機能計測 ７. ＧＳＲ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・集団レポート指導 

2. 実習種目（１） 

3. 個別レポート指導（１） 

4. 実習種目（２） 

5. 実習種目（３） 

6. 実習種目（４） 

7. 実習種目（５） 

8. 実習種目（６） 

9. 実習種目（７） 

10. 集団研究指導 

11. 個別レポート指導（２） 

12. 個別レポート指導（３） 

13. 個別レポート指導（４） 

14. 総括 

 

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

各実習種目について，実施前に「心理学実験実習要領書」の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

種目毎に提出するレポートにより評価する。レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳し

い減点対象となる。また種目実施日に欠席した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学実験実習要領書」を用いる。毎週持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学実験実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学実験実習１(B) 

(Practice in Psychological Experimental Methods 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度・2017 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画立案や実施，データの集計と基礎的な統計解析，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解し，習

得する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「心理学調査実習 1」と対になっており，「心理学実験実習 1A」（春学期）履修者は秋学期に「心理学調査実習 1A」を，

また「心理学実験実習 1B」（秋学期）履修者は春学期に「心理学調査実習 1B」を履修することになる。1A と 1Bの授業内容は同

じである。 

心理学実験実習 1A，1B とも初回に全体ガイダンスをおこなう。全体ガイダンスでは注意事項を詳細に伝達するので必ず出席し

なければならない。第２週からは少人数の班に分かれて，インストラクターの指導下で実験実習をおこない，心理学実験の計画

立案，実施，データの集計と基礎的な統計解析，報告書の作成について学ぶ。なお，各学期の最初 10 週で授業が完結する。各

学期とも，残り 4 週において発展的な内容を扱う「心理学実験実習２」が選択科目として開講される。 

実習種目としては以下のものを予定している。また，個別・集団レポート指導，集団研究指導も行う。 

１. 音源定位 ２. 感覚尺度 ３. 短期記憶 ４. 強化スケジュール ５. 心的回転 ６. NIRSによる脳機能計測 ７. ＧＳＲ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・集団レポート指導 

2. 実習種目（１） 

3. 個別レポート指導（１） 

4. 実習種目（２） 

5. 実習種目（３） 

6. 実習種目（４） 

7. 実習種目（５） 

8. 実習種目（６） 

9. 実習種目（７） 

10. 集団研究指導 

11. 個別レポート指導（２） 

12. 個別レポート指導（３） 

13. 個別レポート指導（４） 

14. 総括 

 

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

各実習種目について，実施前に「心理学実験実習要領書」の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

種目毎に提出するレポートにより評価する。レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳し

い減点対象となる。また種目実施日に欠席した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学実験実習要領書」を用いる。毎週持参すること。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学実験実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学調査実習１(A) 

(Practice in Psychological Research Methods 1A) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度・2017 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における質問紙調査，面接調査の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解

し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数の班に分かれてインストラクターの指導下で実習をおこなう。実習内容は質問紙調査の実施と分析，心理尺度の開発，半

構造化面接，KJ 法などである。 

この授業は「心理学実験実習１」と対になっており，「心理学実験実習 1(A)」（春学期）履修者は秋学期に「心理学調査実習１(A)」

を，また「心理学実験実習 1(B)」（秋学期）履修者は春学期に「心理学調査実習１(B)」を履修することになる。１(A)と１(B)の授業内

容は同じである。なお，各学期の最初の 10 週で授業が完結する。各学期の残り 4 週において，選択科目である「心理学調査実

習２」を履修することで，心理学調査についてのより深い理解と高度な技法を学ぶことができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質問紙調査の企画から実施まで 

2. データ分析の基礎 

3. SPSSの使用法 

4. 因子分析 

5. 心理尺度の作成 

6. 調査参加実習 

7. 面接法 1（半構造化面接） 

8. 面接法 2（KJ 法） 

9. SPSSによる重回帰分析 

10. 集団研究指導 

11. 個別レポート指導（１） 

12. 個別レポート指導（２） 

13. 個別レポート指導（３） 

14. 総括 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学調査実習要領書」その他の資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学調査実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に記した実習種目の一部は実習の班によって順序が入れ替わる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学調査実習１(B) 

(Practice in Psychological Research Methods 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度・2017 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における質問紙調査，面接調査の計画や実施，データのまとめ方，報告書の作成に関して，具体的な体験を通して理解

し，習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

少人数の班に分かれてインストラクターの指導下で実習をおこなう。実習内容は質問紙調査の実施と分析，心理尺度の開発，半

構造化面接，KJ 法などである。 

この授業は「心理学実験実習１」と対になっており，「心理学実験実習 1(A)」（春学期）履修者は秋学期に「心理学調査実習１(A)」

を，また「心理学実験実習 1(B)」（秋学期）履修者は春学期に「心理学調査実習１(B)」を履修することになる。１(A)と１(B)の授業内

容は同じである。なお，各学期の最初の 10 週で授業が完結する。各学期の残り 4 週において，選択科目である「心理学調査実

習２」を履修することで，心理学調査についてのより深い理解と高度な技法を学ぶことができる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質問紙調査の企画から実施まで 

2. データ分析の基礎 

3. SPSSの使用法 

4. 因子分析 

5. 心理尺度の作成 

6. 調査参加実習 

7. 面接法 1（半構造化面接） 

8. 面接法 2（KJ 法） 

9. SPSSによる重回帰分析 

10. 集団研究指導 

11. 個別レポート指導（１） 

12. 個別レポート指導（２） 

13. 個別レポート指導（３） 

14. 総括 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した「心理学調査実習要領書」その他の資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

「心理学調査実習要領書」に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に記した実習種目の一部は実習の班によって順序が入れ替わる。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学概論１ 

(Introduction to Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学の成り立ち、人の心の基本的な仕組み及び働き 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI TAKASHI)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学概論２」とあわせて，心理学を学習・研究する上で必要不可欠な基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「心理学概論１」では，おもに基礎心理学的領域を講じる。また、基礎心理学の立場から、人の心の仕組み及び働きについて講

義する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 序論，心理学の歴史 

2. 心理学の方法 

3. 脳と生理(1) 

4. 脳と生理(2) 

5. 学習と動機づけ(1) 

6. 学習と動機づけ(2) 

7. 学習と動機づけ(3) 

8. 感覚と知覚(1) 

9. 感覚と知覚(2) 

10. 知識と言語(1) 

11. 知識と言語(2) 

12. 記憶のしくみ 

13. 思考(1)：問題解決，推論 

14. 思考(2)：判断と意思決定 

 

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)(60%)/出席兼コメントペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚本伸一・堀耕治編、2005 年、『現代心理学への招待』、樹村房 (ISBN:978-4-88367-116-8) 

 

参考文献（Readings） 

1. 鹿取廣人・杉本敏夫・鳥居修晃、2011 年、『心理学（第 4 版）』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130121057) 

2. P. G. ジンバルドー、1983 年、『現代心理学１～３』、サイエンス社 

3. 無藤隆・森敏昭ほか、2004 年、『心理学』、有斐閣 (ISBN:4-641-05369-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学概論２ 

(Introduction to Psychology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学の成り立ち、人の心の基本的な仕組み及び働き 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学概論１」と併せて、心理学を学習・研究する上で必要不可欠な基礎知識を身につける。 

また、心理学を学ぶことについてキャリアの視点から考え、今後の心理学科における学びの方向性をみつける 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用心理学領域の成り立ちについて講義する。また、応用心理学の立場から、人の心の仕組み及び働きについて講義する。 

応用心理学領域、発達、社会、人格、臨床領域について、4 人の担当者が分担して講義する。 

また、研究倫理についても基礎的なことを講義する。発達心理学は塚本、社会心理学は小口、人格心理学は松永、臨床心理学

およびキャリアは林が担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発達心理学について講義する 

2. 発達心理学について講義する 

3. 発達心理学について講義する 

4. 発達心理学について講義する 

5. 社会心理学について講義する 

6. 社会心理学について講義する 

7. 社会心理学について講義する 

8. 人格心理学について講義する 

9. 人格心理学について講義する 

10. 人格心理学について講義する 

11. 臨床心理学と研究倫理について講義する 

12. 臨床心理学について講義する 

13. 臨床心理学について講義する 

14. 心理学科で学ぶことについてキャリアの視点から考える 

 

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

指定されたテキストをあらかじめ読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 塚本伸一・堀耕治、2005、『現代心理学への招待』、樹村書房 (ISBN:488367116X) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学統計法１(A) 

(Psychological Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究する過程での様々な課題を解決するための道具として，また社会的な調査を行うための手段として，統計的

な考え方や基礎的な知識を身につけ，使いこなせるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「心理学統計法

1」では主に記述統計法について講義を行う。そのため，下記のテーマについて教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を

確認しながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計法と測定値の取り扱い（1） 

2. 統計法と測定値の取り扱い（2） 

3. 度数分布と統計図表 

4. 中心傾向の測度 

5. 得点の散布度（1） 

6. 得点の散布度（2） 

7. 得点の散布度（3） 

8. 正規分布と相対的位置の測度 

9. 直線相関と直線回帰（1） 

10. 直線相関と直線回帰（2） 

11. 直線相関と直線回帰（3） 

12. 母集団と標本（1） 

13. 母集団と標本（2） 

14. 社会における統計的手法の実用例，既存統計資料の評価 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学統計法２(A) 

(Psychological Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 暢俊(OKUBO NOBUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究していくうえで，また社会的な調査を行うための手段として，統計分析は必要不可欠である。統計分析を使い

こなすため，基本的な考え方と基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「心理学統計法

2」では推測統計学について講義する。下記のテーマについて、基本的には教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認

しながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 母集団と標本 

2. 統計的仮説検定（1） 

3. 統計的仮説検定（2） 

4. 2 つの平均値の差の検定（1） 

5. 2 つの平均値の差の検定（2） 

6. 分散分析入門 

7. 1 要因被験者間分散分析 

8. 多重比較 

9. 1 要因被験内分散分析 

10. 複雑な分散分析（1） 

11. 複雑な分散分析（2） 

12. カイ 2 乗検定 

13. 相関係数の検定 

14. 回帰分析と多変量解析入門 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に複数回行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学統計法１(B) 

(Psychological Statistics 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 暢俊(OKUBO NOBUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究する過程での様々な課題を解決するための道具として，また社会的な調査を行うための手段として，統計的

な考え方や基礎的な知識を身につけ，使いこなせるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「心理学統計法

1」では主に記述統計法について講義を行う。そのため，下記のテーマについて教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を

確認しながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 統計法と測定値の取り扱い（1） 

2. 統計法と測定値の取り扱い（2） 

3. 度数分布と統計図表 

4. 中心傾向の測度 

5. 得点の散布度（1） 

6. 得点の散布度（2） 

7. 得点の散布度（3） 

8. 正規分布と相対的位置の測度 

9. 直線相関と直線回帰（1） 

10. 直線相関と直線回帰（2） 

11. 直線相関と直線回帰（3） 

12. 母集団と標本（1） 

13. 母集団と標本（2） 

14. 社会における統計的手法の実用例，既存統計資料の評価 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学統計法２(B) 

(Psychological Statistics 2) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2018 年度入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学を学び，研究していくうえで，また社会的な調査を行うための手段として，統計分析は必要不可欠である。統計分析を使い

こなすため，基本的な考え方と基礎知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データから有用な情報を取り出し，問題や課題を解決するための統計技法の考え方や手法について解説する。「心理学統計法

2」では推測統計学について講義する。下記のテーマについて、基本的には教科書にそって講義を行う。小テストで理解度を確認

しながら講義を進めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 母集団と標本 

2. 統計的仮説検定（1） 

3. 統計的仮説検定（2） 

4. 2 つの平均値の差の検定（1） 

5. 2 つの平均値の差の検定（2） 

6. 分散分析入門 

7. 1 要因被験者間分散分析 

8. 多重比較 

9. 1 要因被験内分散分析 

10. 複雑な分散分析（1） 

11. 複雑な分散分析（2） 

12. カイ 2 乗検定 

13. 相関係数の検定 

14. 回帰分析と多変量解析入門 

 

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

教科書と電卓（ルート計算機能付き）を毎回必ず持参すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(41%)/授業内に複数回行う小テスト(59%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山内光哉、2009、『心理・教育のための統計法（第３版）』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1235-6) 

 

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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■HM221 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM221／心理学演習Ａ１ 

(Seminar on Psychology A1) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会性，対人関係，パーソナリティの発達を中心に，発達心理学とその周辺領域に関する基礎的知識， 研究方法，研究動向に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

A1 では，内外の研究誌に掲載された最近の論文を受講者が 1 人ずつ報告し，これに基づいて研究の問題点，今後の展開の可

能性等について受講者全員で討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：演習のねらい，進め方 

2. §1-1 文献１講読 

3. §1-2 文献１討論 

4. §2-1 文献２講読 

5. §2-2 文献２討論 

6. §3-1 文献３講読 

7. §3-2 文献３討論 

8. §4-1 文献４講読 

9. §4-2 文献４討論 

10. §5-1 文献５講読 

11. §5-2 文献５討論 

12. 構想発表会１ 

13. 構想発表会２ 

14. 構想発表会３ 

 

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

課題文献は事前に必ず読み，発表，討論に備える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表及び討論(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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■HM222 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ａ２ 

(Seminar on Psychology A2) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会性，対人関係，パーソナリティの発達を中心に，発達心理学とその周辺領域に関する基礎的知識， 研究方法，研究動向に

ついて理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Ａ２では，Ａ１での学習を踏まえ小研究（課題研究）を行う。少人数のグループに分かれ，グループ毎に研究テーマを設定して実際

にデータの収集，分析を行い，研究レポートを作成する。研究レポートはゼミ論文集としてまとめ，年度末に製本，配布する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. §1-1 文献６講読 

2. §1-2 文献６討論 

3. §2-1 文献 7 講読 

4. §2-2 文献 7 討論 

5. 中間発表会１ 

6. 中間発表会２ 

7. 中間発表会３ 

8. §3-1 文献 8 講読 

9. §3-2 文献 8 討論 

10. §4-1 文献 9 講読 

11. §4-2 文献 9 講読 

12. 課題研究発表会１ 

13. 課題研究発表会２ 

14. 課題研究発表会３ 

 

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

課題研究の構想，データ収集，解析，発表準備は， グループ毎に授業時間外に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題研究レポート(70%)/発表及び討論(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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■HM223 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM223／心理学演習Ｂ１ 

(Seminar on Psychology B1) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学（おもに，行動理論，認知行動理論）や健康心理学などの関連領域の研究内容を知り，自分の興味やテーマを絞って

いく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学（おもに行動療法，認知行動療法に関するアナログ研究），健康心理学の領域における日本語の研究論文・文献を講

読し，臨床心理学や健康心理学における研究課題，基礎理論，実践方法，および研究手法を学修する。各自文献を読み，レジュ

メにまとめて発表する。発表内容について，ディスカッションを通して，理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 臨床心理学における研究技法 

3. 健康心理学における研究技法 

4. 先行研究の講読と発表① 

5. 先行研究の講読と発表② 

6. 先行研究の講読と発表③ 

7. 先行研究の講読と発表④ 

8. 先行研究の講読と発表⑤ 

9. 研究テーマと卒論計画の立案と討論① 

10. 研究テーマと卒論計画の立案と討論② 

11. 研究テーマと卒論計画の立案と討論③ 

12. 認知行動療法に関する書籍の輪読① 

13. 認知行動療法に関する書籍の輪読② 

14. 認知行動療法に関する書籍の輪読③ 

 

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

先行研究の講読や発表にあたっては，講義外の時間に，関連論文の講読，レジュメの作成などをおこなう必要があります。講義

外の時間に，関連文献の講読，計画の立案，計画書の執筆などを行うことが「予習」として必要です。さらに実験調査の結果を適

切に整理するためには，これまでに学習した心理学研究法や心理統計の知識を「復習」することも必要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・討論への参加(30%)/発表内容・プレゼンテーション(30%)/課題提出(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山晴彦、2000 年、『臨床心理学研究の技法』、福村出版 

2. 杉浦義典、2009 年、『アナログ研究の方法』、新曜社 

3. 石丸径一郎、2011 年、『調査研究の方法』、新曜社 

4. 木原雅子・木原正博、2014 年、『医学的研究のデザイン』、メディカルサイエンスインターナショナル 

その他は講義内に指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM224 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｂ２ 

(Seminar on Psychology B2) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学（おもに行動療法，認知行動療法），健康心理学などの領域に興味・関心のある学生を対象に，各自の研究テーマを

決定し，先行研究を参考に，研究計画を立案するプロセスを学んでいく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学（おもに行動療法，認知行動療法に関するアナログ研究），健康心理学の領域における英語論文を講読し，最新の理

論や研究手法を学修する。後半は，卒業論文に関わる研究テーマおよび研究計画を立案し，発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学演習Ｂ１の振り返り 

2. 海外先行研究の講読と発表① 

3. 海外先行研究の講読と発表② 

4. 海外先行研究の講読と発表③ 

5. 海外先行研究の講読と発表④ 

6. 海外先行研究の講読と発表⑤ 

7. 卒論の実施計画の立案① 

8. 卒論の実施計画の立案② 

9. 卒論の実施計画の立案③ 

10. 卒論の実施計画の立案④ 

11. 卒論の実施計画の立案⑤ 

12. 実験・調査で必要なツール（質問紙、実験課題等）の作成① 

13. 実験・調査で必要なツール（質問紙、実験課題等）の作成② 

14. 実験・調査で必要なツール（質問紙、実験課題等）の作成③ 

 

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

夏季休暇中に，海外論文を講読し，レジュメの作成を行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度・討論への参加(30%)/課題提出(40%)/発表内容・プレゼンテーション(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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■HM225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM225／心理学演習Ｃ１ 

(Seminar on Psychology C1) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域の研究について、講

義、文献の講読や実験の実施を通して学ぶ。当該領域にどのような研究があるかを知り、それらの基本的な理論や研究手法に

触れること、文献の読み方を学ぶこと、基本的な実験を計画し、実施する能力を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

最初のほうの授業回では、言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域の研究につ

いて概説する。その後の授業回では、受講者全員で関連分野についての基礎的な文献を講読し、その中からいくつか実験を取り

上げ、自分たちで再現（追試）をしてみる。そして最後の授業回では、受講者各自が興味を持った研究についての関連論文を探

す（基本的に英語の実験論文。この論文を夏休み中に読み、その内容について秋学期の「心理学演習 C2」で発表する）。文献講

読や実験結果の報告の際は、発表担当者を決めてプレゼンテーションをする。文献の読み方やプレゼンテーションのしかたなど

も指導する。なお、第 2 回目と 3回目の授業の「担当教員との個別面談」は、受講者の興味や関心などを把握するために行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当教員との個別面談（1） 

3. 担当教員との個別面談（2） 

4. 言語の認知処理や多感覚情報の結びつけについての基礎的講義 

5. 注意や物体・情景認知についての基礎的講義 

6. 当該領域の基礎的文献の講読（1） 

7. 当該領域の基礎的文献の講読（2） 

8. 先行研究の実験を再現する： 実験計画や刺激の把握 

9. 先行研究の実験を再現する： 実験準備（1） 

10. 先行研究の実験を再現する： 実験準備（2） 

11. 先行研究の実験を再現する： データ収集 

12. 先行研究の実験を再現する： データ解析とプレゼンテーションの準備 

13. 先行研究の実験を再現する： 追試結果についてのプレゼンテーション 

14. 関連論文を探す 

 

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

文献講読の回は、受講者全員が事前に文献をよく読んでくること。発表担当の内容については、プレゼンテーションの準備も行う

必要がある。また、ゼミで行われる実験に実験参加者や実験補助者として積極的に協力し、心理学実験の経験や知識を増やす

ことを強く期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

文献講読のプレゼンテーションと発表資料の提出(35%)/先行研究の追試結果についてのプレゼンテーションと発表資料の提出

(35%)/出席と積極的な授業参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｃ２ 

(Seminar on Psychology C2) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域の研究の内容や方

法、意義の理解を深め、自分自身の研究を立案、実施する能力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「心理学演習 C1」の最後の授業回で決めた論文を夏休み中に読み、その内容について、この授業の最初のほうの回

で、受講者全員に向けて紹介（プレゼンテーション）する。その後、卒業論文の研究を見据えて自分自身の研究の構想を練り、予

備実験を実施する。予備実験の計画段階と結果をまとめる段階のそれぞれにおいてプレゼンテーションをし、受講者全員で議論

をし、問題点や今後の展開について考え、卒業論文の本実験や研究全体がより良いものになるようにする。この予備実験の計画

や実施内容を期末レポートとしてまとめ、提出する。 

なお、講義科目「言語心理学」と「認知心理学」をすでに履修している、または同時並行で履修することが非常に望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、夏休み中に読んだ論文についてのプレゼンテーション（1） 

2. 夏休み中に読んだ論文についてのプレゼンテーション（2） 

3. 研究全体と予備実験の構想の発表（1） 

4. 研究全体と予備実験の構想の発表（2） 

5. 担当教員との個別面談 

6. 予備実験準備（1） 

7. 予備実験準備（2） 

8. 予備実験準備（3） 

9. 予備実験実施（1） 

10. 予備実験実施（2） 

11. 予備実験のデータ分析とプレゼンテーションの準備（1） 

12. 予備実験のデータ分析とプレゼンテーションの準備（2） 

13. 予備実験の結果についてのプレゼンテーションと議論（1） 

14. 予備実験の結果についてのプレゼンテーションと議論（2）、授業のまとめ 

 

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

「心理学演習 C1」の最後の授業回で決めた論文を夏休み中に読み、プレゼンテーションの準備をする必要がある。また、自分自

身の研究とその予備実験の構想、準備、実施、データ分析やプレゼンテーションの準備の際は、授業時間外にも作業が必要にな

ることが予想される。必要に応じて、授業時間外でも担当教員が個別に面談を行い、相談や支援をする。 

これらのほか、ゼミで行われる実験に実験参加者や実験補助者として積極的に協力し、心理学実験の経験や知識を増やすこと

を強く期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内でのプレゼンテーションの資料と発表内容(35%)/授業への積極的な取り組み（一連の作業への取り組み、議論への参加）

(35%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM227／心理学演習Ｄ１ 

(Seminar on Psychology D1) 

担当者名 

（Instructor） 
藪垣 将(YABUGAKI SHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学の領域（家族心理学・家族療法など）に関する研究テーマについて理解を深め、心理学研究法の基礎・心理学の論文

の書き方を学ぶこと。卒業論文の研究の準備として、研究計画の立案を進めること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

家族心理学・家族療法や心理学研究法に関連する文献を読み、発表を行うことで基礎的な知識の獲得を行う。また、4 年次の卒

業研究に向けて、自身のリサーチクエスチョンや関心領域の選定を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 家族心理学・家族療法に関連する文献講読① 

3. 家族心理学・家族療法に関連する文献講読② 

4. 家族心理学・家族療法に関連する文献講読③ 

5. 家族心理学・家族療法に関連する文献講読④ 

6. 心理学研究法の文献講読① 

7. 心理学研究法の文献講読② 

8. 心理学研究法の文献講読③ 

9. 心理学研究法の文献講読④ 

10. 卒業論文の研究テーマ・リサーチクエスチョンの検討① 

11. 卒業論文の研究テーマ・リサーチクエスチョンの検討② 

12. 卒業論文の研究テーマ・リサーチクエスチョンの検討③ 

13. 卒業論文の研究テーマ・リサーチクエスチョンの検討④ 

14. 卒業論文の研究テーマ・リサーチクエスチョンの検討⑤ 

 

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

毎週、課題となった文献を各自講読し、レジュメにまとめる。その他、自身の関心のある研究テーマの論文を読み、そこから卒業

論文の研究テーマを絞る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業の準備と発表内容(35%)/積極的な議論への参加(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料を用いるため、テキストは指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｄ２ 

(Seminar on Psychology D2) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学の領域（家族心理学・家族療法など）に関する研究テーマについて理解を深め、心理学研究法の基礎・心理学の論文

の書き方を学ぶこと。卒業論文の研究の準備として、研究計画の立案を進めること。そのため、心理学演習 1・2 の集大成として、

ゼミナール論文を執筆して次年度の卒業論文執筆に繋げることを最終目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文に向け、自身の関心領域・テーマの先行研究(英語文献は必須のこと）を読む。リサーチクエスチョンをもとに研究計画を

立て、全体での検討を通して精緻化し、ゼミナール論文および卒業研究の予備調査に繋げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 先行研究レビューの発表、全体での検討① 

3. 先行研究レビューの発表、全体での検討② 

4. 先行研究レビューの発表、全体での検討③ 

5. 先行研究レビューの発表、全体での検討④ 

6. 研究計画の発表、全体での検討① 

7. 研究計画の発表、全体での検討② 

8. 研究計画の発表、全体での検討③ 

9. 研究計画の発表、全体での検討④ 

10. 予備調査の報告① 

11. 予備調査の報告② 

12. 予備調査の報告③ 

13. 予備調査の報告④ 

14. 卒業論文に向けて研究計画書のゼミ内での精緻化 

 

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

文献を講読し、レジュメにまとめる。その他、自身の関心のある研究テーマの論文を読み、そこから自身の卒業論文に向けて準

備を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業の準備と発表内容(35%)/積極的な議論への参加(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM229／心理学演習Ｅ１ 

(Seminar on Psychology E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「行動と学習に関する心理学」のゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究体験を通して行動と学習について学ぶ。研究と発表に必要な技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を読んで発表する「間接体験」より，自ら研究する「直接体験」を大事にしたい。課題研究をおこないながら研究経過を報告す

ることで，研究テーマについての知識や理解を深めるとともに，データ分析やプレゼンテーション，討論，報告書作成などの力を

養う。E1（春学期）は学習と行動を語るための語彙を学びながら研究の準備をおこない，予備実験を開始する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 学習心理学・行動心理学・実験的行動分析 用語（1） 

3. 学習心理学・行動心理学・実験的行動分析 用語（2） 

4. 研究オリエンテーション（1） 

5. 研究オリエンテーション（2） 

6. 研究準備の報告と討論（1） 

7. 研究準備の報告と討論（2） 

8. 研究準備の報告と討論（3） 

9. 研究準備の報告と討論（4） 

10. 予備実験進捗報告と討論（1） 

11. 予備実験進捗報告と討論（2） 

12. 予備実験進捗報告と討論（3） 

13. 予備実験進捗報告と討論（4） 

14. 予備実験の総括と討論 

 

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。また必要に応じてメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の準備(20%)/研究の遂行(20%)/発表(20%)/討論(20%)/用語小テスト(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリント，電子ファイルを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:9784414301830) 

2. 上田恵介ほか編、2013、『行動生物学辞典』、東京化学同人 (ISBN:9784807908370) 

その他，随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｅ２ 

(Seminar on Psychology E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「行動と学習に関する心理学」のゼミ 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究体験を通して行動と学習について学ぶ。研究と発表に必要な技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献を読んで発表する「間接体験」より，自ら研究する「直接体験」を大事にしたい。課題研究をおこないながら研究経過を報告す

ることで，研究テーマについての知識や理解を深めるとともに，データ分析やプレゼンテーション，討論，報告書作成などの力を

養う。E2（秋学期）は本実験の準備と遂行，報告を中心としつつ，先行研究の発表と討論もおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：実験の準備と実施に向けてのオリエンテーション 

2. 本実験準備の報告と討論（1） 

3. 本実験準備の報告と討論（2） 

4. 先行研究の報告と討論（1） 

5. 実験進捗報告と討論（1） 

6. 先行研究の報告と討論（2） 

7. 実験進捗報告と討論（2） 

8. 先行研究の報告と討論（3） 

9. 実験進捗報告と討論（3） 

10. 先行研究の報告と討論（4） 

11. 実験進捗報告と討論（4） 

12. 研究総括と討論（1） 

13. 研究総括と討論（2） 

14. 研究総括と討論（3） 

 

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。また必要に応じてメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究の準備(20%)/研究の遂行(20%)/発表(20%)/討論(20%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリント，電子ファイルを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:9784414301830) 

2. 上田恵介ほか編、2013、『行動生物学辞典』、東京化学同人 (ISBN:9784807908370) 

その他，随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM231 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM231／心理学演習Ｆ１ 

(Seminar on Psychology F1) 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミ参加者各々が，広範囲に先行研究を批判的に調べた上で，教員やクラスメイトとの議論を通して，主体的に独創的な研究テ

ーマを見いだし，心理学的方法論と統計データ分析に基づく実証的研究を行い，現代社会において有意義な卒業論文研究を達

成できるよう，3 年次から指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者行動と購買意思決定，人間の情報行動とインターネット利用など，現代社会で最近，関心が高まっている社会心理学・認

知心理学の研究領域から， 各自が興味のある学術雑誌論文を選び，その内容をレジュメにまとめて発表し（レポーター），コメン

テーターを中心に全員で討論を行う。 

春学期の心理学演習では，担当者の側で雑誌論文のリストを準備し，ゼミ参加者はその中から 1 論文を選択した上で，もう 1 論

文を自分で検索して発表する。3 年生春学期から，卒業論文研究の達成を目指して積極的に準備を進める。ゼミの先輩の卒論

（9 年間）についても，紹介してゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション(1)：演習の内容と目標を説明 

2. オリエンテーション(2)：演習の進め方を説明，論文担当者を決定 

3. レポート発表と討論(1) 

4. レポート発表と討論(2) 

5. レポート発表と討論(3) 

6. レポート発表と討論(4) 

7. レポート発表と討論(5) 

8. レポート発表と討論(6) 

9. レポート発表と討論(7) 

10. レポート発表と討論(8) 

11. レポート発表と討論(9) 

12. レポート発表と討論(10) 

13. レポート発表と討論(11) 

14. 演習全体のまとめ，卒業論文構想の発表 

 

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

｢認知心理学｣ を履修済みであることが望ましい｡ 

社会調査士科目を履修することを強く推奨する。 

その他，授業時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表・授業内レポート(50%)/授業への出席と討論参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学術雑誌論文を用いるので，授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・ゼミのホームページ 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tsuzukisemi/ 

・都築は 2018 年度・秋学期～2019 年度・春学期の期間，研究休暇が認められている。2018 年度秋学期の本ゼミ（心理学演習

F2）は，兼任講師の菊地学先生が担当する。2019 年度の卒業論文指導演習（春，秋学期）については，都築が実質的に指導を

行う予定である。 
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注意事項（Notice） 
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■HM232 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｆ２ 

(Seminar on Psychology F2) 

担当者名 

（Instructor） 
菊地 学(KIKUCHI 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ゼミ参加者各々が，広範囲に先行研究を批判的に調べた上で，教員やクラスメイトとの議論を通して，主体的に独創的な研究テ

ーマを見いだし，心理学的方法論と統計データ分析に基づく実証的研究を行い，現代社会において有意義な卒業論文研究を達

成できるよう，3 年次から指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者行動と購買意思決定，人間の情報行動とインターネット利用など，現代社会で最近，関心が高まっている社会心理学・認

知心理学の研究領域に焦点を当てる。 

(a)質問紙調査法など研究法に関する学習，(b)多変量データ解析ソフト（SPSS, Amos）を活用したデータ分析実習，(c)自らの研究

テーマにつながる学術雑誌論文のまとめと具体的な質問紙案などを含むレポート発表と討論を行う。 

最終的には，卒業論文につながる研究テーマに関する期末レポートを完成させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究実施方法 

2. 統計データ解析ソフト実習(1) 

3. 統計データ解析ソフト実習(2) 

4. 統計データ解析ソフト実習(3) 

5. レポート発表と討論(1) 

6. レポート発表と討論(2) 

7. レポート発表と討論(3) 

8. レポート発表と討論(4) 

9. レポート発表と討論(5) 

10. レポート発表と討論(6) 

11. レポート発表と討論(7) 

12. レポート発表と討論(8) 

13. レポート発表と討論(9) 

14. 演習全体のまとめ，卒業論文構想の発表 

 

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） 

授業での発表(35%)/授業への出席と討論参加(30%)/授業内期末レポート(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

学術雑誌論文を用いるので，授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

社会調査士科目を履修することを強く推奨する。 

その他，授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tsuzukisemi/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HM233 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM233／心理学演習Ｇ１ 

(Seminar on Psychology G1) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学において、研究がどのように展開されているかを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学の各領域において高い評価を受けている英語の雑誌(Journal of Psersonality and 

Social Psychology, Tourism Management 等）の論文を指導教員が用意する。授業のはじめに、いくつかの論文を提示するので、

受講生はその中から論文を選択し、論文を事前に読み、レジュメを作成して、授業時に説明を行う。その後、全員で討論する。発

表する論文は、すべて Blackboardにアップロードしておくので、各自事前に目を通しておくこと。担当者以外の者は積極的に討論

に参加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 

2. 論文の選定、基礎知識 

3. 論文の内容の発表、討論（１） 

4. 論文の内容の発表、討論（２） 

5. 論文の内容の発表、討論（３） 

6. 論文の内容の発表、討論（４） 

7. 論文の内容の発表、討論（５） 

8. 論文の内容の発表、討論（６） 

9. 論文の内容の発表、討論（７） 

10. 論文の内容の発表、討論（８） 

11. 論文の内容の発表、討論（９） 

12. 論文の内容の発表、討論（１０） 

13. 論文の内容の発表、討論（１１） 

14. 総括 

 

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

①自分が担当する論文のレジュメを作成 

②受講生の人数分レジュメのコピーを用意 

③他の発表者が担当する論文を事前に通読 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業時での取り組み内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問事項があれば、以下のメールアドレスに問い合わせること。 

oguchi@rikkyo.ac.jp 

 

注意事項（Notice） 
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■HM234 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｇ２ 

(Seminar on Psychology G2) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学において、研究がどのように展開されているかを理解した上で、個人ごとあるいは

グループごとに独自の研究を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各人、研究したいテーマを挙げ、それに基づき、個人あるいはグループごとに研究を進めていく。前半の授業では、受講生は、夏

季休暇中の宿題である論文レビューの内容をもとに、研究テーマの概要と研究計画について発表する。全員での討議を通し、研

究計画をブラッシュアップする。後半は、着手できるところから個別研究を進め、その経過を発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 個別テーマの発表（１） 

3. 個別テーマの発表（２） 

4. 個別テーマの発表（３） 

5. 個別テーマの発表（４） 

6. 個別テーマの発表（５） 

7. 個別テーマの発表（６） 

8. 研究経過の発表（１） 

9. 研究経過の発表（２） 

10. 研究経過の発表（３） 

11. 研究経過の発表（４） 

12. 研究経過の発表（５） 

13. 研究経過の発表（６） 

14. 総括 

 

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

①興味のある論文についてのレポートの作成（夏季休暇中の課題） 

②自身のテーマを策定 

③研究計画の立案 

④研究テーマに関する先行研究レビュー 

⑤個別研究テーマの発表資料作成 

⑥受講生の人数分個別研究テーマの発表資料のコピーを用意 

⑦研究経過の発表資料作成 

⑧受講生の人数分研究経過の発表資料のコピーを用意 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(50%)/授業時での取り組み内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

質問事項があれば、以下のメールアドレスに問い合わせること。 

oguchi@rikkyo.ac.jp 
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注意事項（Notice） 
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■HM235 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM235／心理学演習Ｈ１ 

(Seminar on Psychology H1) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 正和(IDE MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学に関連する研究知見と方法論を理解し，自身で新たな研究計画を

立案すること。また，プレゼンテーション・ディスカッション能力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員と個別に面談を行い，知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学（脳機能計測も含む）の関連領域に関し

て，自身で関心のある研究テーマを選定する。そして，そのテーマに関係する知見（日本語・英語論文）の内容についてプレゼン

テーション形式で発表を行い，履修者全員で議論・討論を行う。また，ゼミで行われる実験に，実験参加者や実験補助者として積

極的に参加する。これらを通じて，研究知見と方法論について理解を深め，自身で新たに研究計画を立案する。その内容を期末

レポートにまとめて提出する。また，必要に応じて，教員のサポートのもと，プログラミング言語の習得など実験の実施に必要不

可欠なスキルを習得する。 

講義科目「知覚心理学」を事前に受講し，単位修得している者の履修が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 教員との個別面談（１）  

3. 教員との個別面談（２）  

4. 研究発表（１）  

5. 研究発表（２） 

6. 研究発表（３） 

7. 研究発表（４） 

8. 研究発表（５） 

9. 研究発表（６） 

10. 研究発表（７） 

11. 研究発表（８） 

12. 研究発表（９） 

13. 研究発表（１０） 

14. 総括 

 

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

各自プレゼンテーション資料を準備すること。英語論文に基づいて研究発表をすることが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/研究発表資料・発表内容(30%)/議論・討論への参加(30%)/実験参加・補助等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM236 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｈ２ 

(Seminar on Psychology H2) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 正和(IDE 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学に関連する研究知見と方法論を理解し，自身で新たな研究計画を

立案すること。また，プレゼンテーション・ディスカッション能力の向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教員と個別に面談を行い，知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学（脳機能計測も含む）の関連領域に関し

て，自身で関心のある研究テーマを選定する。そして，そのテーマに関係する知見（日本語・英語論文）の内容についてプレゼン

テーション形式で発表を行い，履修者全員で議論・討論を行う。また，ゼミで行われる実験に，実験参加者や実験補助者として積

極的に参加する。これらを通じて，研究知見と方法論について理解を深め，自身で新たに研究計画を立案する。その内容を期末

レポートにまとめて提出する。また，必要に応じて，教員のサポートのもと，プログラミング言語の習得など実験の実施に必要不

可欠なスキルを習得する。 

講義科目「知覚心理学」を事前に受講し，単位修得している者の履修が望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 教員との個別面談（１）  

3. 教員との個別面談（２）  

4. 研究発表（１）  

5. 研究発表（２） 

6. 研究発表（３） 

7. 研究発表（４） 

8. 研究発表（５） 

9. 研究発表（６） 

10. 研究発表（７） 

11. 研究発表（８） 

12. 研究発表（９） 

13. 研究発表（１０） 

14. 総括 

 

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

各自プレゼンテーション資料を準備すること。英語論文に基づいて研究発表をすることが望ましい。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(30%)/研究発表資料・発表内容(30%)/議論・討論への参加(30%)/実験参加・補助等(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業時に適宜紹介する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM237 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM237／心理学演習Ｉ１ 

(Seminar on Psychology I1) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達障害を中心とする子どもの行動・情緒面の課題解決を目指して，応用行動分析的なアプローチの特長を理解する。また，卒

業研究において介入研究を行うために，単一事例実験計画法（Barlow & Hersen, 1984）に関する知識と技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究を進めるために，１．興味・関心のあるテーマとキーワードを定め，２．先行研究で明らかにされていることと不明なことを

整理し，３．解き明かすべき問いを絞り込んで，４．研究計画を立案することが必要である。春学期は，１～３の作業を進めていく。

また，発達障害を有する子どもに対する応用行動分析的なアプローチを理解するために，文献の講読を行う。講読すべき文献

は，演習の受講者の興味・関心のあるテーマに基づいて選定する。最終授業日までに「卒業研究概要」をまとめ（抄録原稿を提

出），夏季ゼミ合宿において口頭発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（進路・卒論・臨床・合宿・演習など） 

2. 研究テーマ発表① 

3. 研究テーマ発表② 

4. 講読する論文選定→文献提供（３領域に区分） 

5. 応用行動分析研究・文献講読① 

6. 応用行動分析研究・文献講読② 

7. 応用行動分析研究・文献講読③ 

8. 先行研究のレヴュー（テキストⅡ－２～６） 

9. リサーチ・クエスチョン（テキストⅥ－１～４） 

10. 卒業研究の進め方（テキストⅠ－３～７） 

11. 研究報告の作法（テキストⅨ－１～４） 

12. 卒業研究概要・口頭発表① 

13. 卒業研究概要・口頭発表② 

14. 卒業研究概要・口頭発表③（抄録原稿を提出） 

 

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

１．研究テーマ発表のために，図書館などを利用して文献検索を行うこと 

２．卒業研究概要発表のために，決められたフォーマットに従ってプレゼンテーション資料を作成すること 

３．夏季ゼミ合宿（卒論構想発表）のために，決められたフォーマットに従って抄録原稿を作成すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な授業参加(30%)/課題提出(40%)/発表・質疑応答(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方［第２版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623065721) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は、演習時に配布する 

２．毎週土曜日の午前中に臨床発達心理相談活動がある 

３．発表に対しては，演習時にフィードバックを行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM238 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｉ２ 

(Seminar on Psychology I2) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 真季(SAKAMOTO 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
大石幸二から担当者変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達障害を中心とする子どもの行動・情緒面の課題解決を目指して，応用行動分析的なアプローチの特長を理解する。また，卒

業研究において介入研究を行うために，単一事例実験計画法（Barlow & Hersen, 1984）に関する知識と技能を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に「卒業研究概要」がまとまり，夏季ゼミ合宿を経て，１．テーマとキーワード，２．先行研究のレヴュー，３．リサーチ・クエ

スチョンに関する修正がなされた。秋学期は，修正した「卒業研究概要」再発表から行う。これに続いて，４．研究計画を立案する

ことが課題となる。単一事例実験計画法を適用するにあたり，標的行動・観察と記録・信頼性・デザイン・視認と統計・リプリケーシ

ョンについてテキストを講読する。最終授業日までに春学期と秋学期の学びを綜合し「卒業論文序論」および「研究実施計画書」

をまとめ，春季ゼミ合宿において口頭発表する。（10 月以降，ゼミ内で進路講習会を実施する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業研究概要・口頭再発表① 

2. 卒業研究概要・口頭再発表② 

3. 卒業研究概要・口頭再発表③ 

4. 標的行動の選定と操作的定義（テキスト） 

進路講習会① 

5. 行動観察と記録の方法（テキスト） 

進路講習会② 

6. 観察者訓練と信頼性の検討（テキスト） 

進路講習会③ 

7. さまざまなデザインとベースライン（テキスト） 

進路講習会④ 

8. 視認による効果評価と統計法の適用（テキスト） 

進路講習会⑤ 

9. リプリケーションによる再現性の確認（テキスト） 

進路講習会⑥ 

10. 卒業研究デザイン・口頭発表① 

11. 卒業研究デザイン・口頭発表② 

12. 卒業研究デザイン・口頭発表③ 

13. 研究倫理と研究計画書の書き方（テキストⅥ－６～９） 

14. 卒論の構成と書き方（テキストⅦ－３～10）（序論と計画書を提出） 

 

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

１．夏季ゼミ合宿での質疑・討論内容をふまえ，卒業研究概要の修正を行うこと 

２．卒業研究デザイン発表のために，決められたフォーマットでプレゼンテーション資料を作成すること 

３．卒業論文の序論と研究実施計画書を作成すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な授業参加(30%)/課題提出(40%)/課題発表・質疑応答(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ＤＨ・バーロー＆Ｍ・ハーセン、1997、『一事例の実験デザイン［新装版］』、二瓶社 (ISBN:4931199372) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は、演習時に配布する 

２．毎週土曜日の午前中に臨床発達心理相談活動がある 
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３．発表に対しては，演習時にフィードバックを行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM239 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM239／心理学演習Ｊ１ 

(Seminar on Psychology J1) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学やその研究について学び、自分自身の関心をコミュニティ心理学の視点から考察し、研究テーマにつなげる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、コミュニティ心理学に関する文献を読み、発表およびディスカッションを行い、理解を深める。後半は、各自が関心を持っ

ているテーマに関する先行研究を講読し、リサーチクエスチョンの検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. コミュニティ心理学とは 

3. コミュニティにおける心理社会的問題・課題 

4. コミュニティ心理学に関する文献の講読と発表・ディスカッション① 

5. コミュニティ心理学に関する文献の講読と発表・ディスカッション② 

6. コミュニティ心理学に関する文献の講読と発表・ディスカッション③ 

7. コミュニティ心理学に関する文献の講読と発表・ディスカッション④ 

8. コミュニティ心理学における研究と実践 

9. 先行研究の講読とリサーチクエスチョンの検討① 

10. 先行研究の講読とリサーチクエスチョンの検討② 

11. 先行研究の講読とリサーチクエスチョンの検討③ 

12. 先行研究の講読とリサーチクエスチョンの検討④ 

13. 先行研究の講読とリサーチクエスチョンの検討⑤ 

14. まとめ 

 

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

課題となる文献については、事前に読み、発表やディスカッションの準備を行う。毎回、全員でのディスカッションを行うため、発表

担当ではない回においても積極的に予習を行い、授業に臨むこと。日頃から自分の身近なコミュニティにおけるできごとに関心を

持ち、コミュニティ心理学との関連について、調べたり考えたりすることを通して、自分の研究テーマの検討を行い、文献研究を行

うこと。夏休み期間の課題として各自の研究テーマに関する文献研究（英語文献を含む）を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表準備および内容(35%)/授業への参加態度およびディスカッションへの参加(35%)/研究テーマに関する文献研究(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植村勝彦・高畠克子・箕口雅博・原裕視・久田満編、2012、『よくわかるコミュニティ心理学 第 2 版』、ミネルヴァ書房 (978-

62306491415) 

2. 山本和郎、1986、『コミュニティ心理学 地域臨床の理論と実践』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012020-3) 

その他、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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■HM240 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｊ２ 

(Seminar on Psychology J2) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各自の研究テーマに関して、先行研究の講読と研究計画の立案を行う。研究計画に基づいて、調査の準備を行い、予備調査の

実施および本調査の準備を進める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半は、各自の研究テーマに関して文献研究と並行しながら調査法について検討する。後半は、研究計画を立て、予備調査の

実施や本調査に向けた準備を行い、その内容についての発表・ディスカッションを通して研究を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの検討 

2. 研究テーマの発表とディスカッション① 

3. 研究テーマの発表とディスカッション② 

4. 調査法の検討① 

5. 調査法の検討② 

6. 調査法の検討③ 

7. 研究計画の検討 

8. 研究計画の立案と予備調査の実施① 

9. 研究計画の立案と予備調査の実施② 

10. 研究計画の立案と予備調査の実施③ 

11. 研究計画の立案と予備調査の実施④ 

12. 研究計画の立案と予備調査の実施⑤ 

13. 研究計画の立案と予備調査の実施⑥ 

14. まとめ 

 

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

各自の研究テーマに基づいて、先行研究について文献検索、文献研究を行う。先行研究や研究計画に関する発表準備を行う。

調査や分析の方法について、必要な学習を行い、予備調査や本調査の準備・実施・結果のまとめ等を行う。 

自分の研究テーマ以外にも広く関心を持ち、コミュニティ心理学の理論や自分の研究テーマとの関連を考えることを通して、自分

の研究テーマに対する理解を深める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(35%)/授業への参加態度とディスカッションへの参加(35%)/発表準備と内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植村勝彦・高畠克子・箕口雅博・原裕視・久田満編、2012、『よくわかるコミュニティ心理学 第 2 版』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623064915) 

2. 山本和郎、1986、『コミュニティ心理学 地域臨床の理論と実践』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012020-3) 

その他、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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■HM241 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM241／心理学演習Ｋ１ 

(Seminar on Psychology K1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アタッチメントと精神分析 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学、特にアタッチメント理論と精神分析理論を用いて、人間理解の力を身につけること、心理学の研究法の基礎を学ぶ

こと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アタッチメント理論および精神分析理論の基礎的な文献を全講方式で読む。また、卒業論文の執筆に向けて研究法の基礎を学

び、研究論文の読み方を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アタッチメント理論の基礎文献を講読する 1 

2. アタッチメント理論の基礎文献を講読する 2 

3. アタッチメント理論の基礎文献を講読する 3 

4. 精神分析的精神療法の基礎文献を講読する１ 

5. 精神分析的精神療法の基礎文献を講読する 2 

6. 精神分析的精神療法の基礎文献を講読する 3 

7. 心理学研究法の基礎文献を講読する１ 

8. 心理学研究法の基礎文献を講読する 2 

9. 心理学研究法の基礎文献を講読する 3 

10. 心理学研究法の基礎文献を講読する 4  

11. 心理学の論文を批判的に読む１、卒論の研究テーマの検討  

12. 心理学の論文を批判的に読む 2、卒論の研究テーマの検討 

13. 心理学の論文を批判的に読む 3、卒論の研究テーマの検討 

14. 心理学の論文を批判的に読む 4、卒論の研究テーマの検討 

 

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

資料を各自読み、マインドマップでメモをし、前日までに議論したいポイントや疑問点を二つ以上書いたレジュメ（A4 一枚）を林宛

にメールの添付で送付する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/授業の準備(30%)/積極的な議論への参加(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 林もも子、2010、『思春期とアタッチメント』、みすず書房 

2. メルツォフ、2005、『クリティカルシンキング研究論文編』、北大路書房 (ISBN:4762824593) 

3. ギャバード、2014、『精神力動的精神療法』、岩崎学術出版 (ISBN:4753310485) 

 

参考文献（Readings） 

1. 林もも子、2017、『精神分析再考』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08532-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM242 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／心理学演習Ｋ２ 

(Seminar on Psychology K2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アタッチメントと精神分析 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3920 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学、特にアタッチメント理論と精神分析理論を用いて、人間理解の力を身につけること、卒業論文の研究の準備を進め

ることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アタッチメント理論および精神分析理論の英語論文を全講方式で読む。また、卒業論文の執筆に向けて、先行研究を読む。卒業

論文の研究の方法を確定し、予備調査などを始める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アタッチメント理論の英語文献を読み、議論する１ 卒業論文の構想発表１ 

2. アタッチメント理論の英語文献を読み、議論する 2 卒業論文の構想発表 2  

3. アタッチメント理論の英語文献を読み、議論する 3 卒業論文の構想発表 3  

4. 精神力動的精神療法の英語文献を読む 1 卒業論文の構想発表 3 

5. 精神力動的精神療法の英語文献を読む 2 卒業論文の構想発表 3 

6. 精神力動的精神療法の英語文献を読む 3 卒業論文の構想発表 3 

7. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読１ 卒論の方法の検討１ 

8. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読 2 卒論の方法の検討 2 

9. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読 3 卒論の方法の検討 3 

10. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読 4 卒論の方法の検討 4 

11. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読１ 卒論の方法の検討１ 

12. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読１ 卒論の方法の検討 2 

13. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読１ 卒論の方法の検討 3 

14. 自分の卒論のテーマに関わる論文の講読１ 卒論の方法の検討 4 

 

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

資料を事前に読み、マインドマップでメモして議論のポイントなどを林にメールに添付して送付する。論文のテーマや方法につい

て自ら資料を探して検討する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/事前準備(20%)/議論への積極的な参加(20%)/研究計画(25%) 

 

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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■HM304 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM304／比較心理学 

(Comparative Cognition) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
認知の進化 

担当者名 

（Instructor） 
牛谷 智一(USHITANI TOMOKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較心理学の中でも比較認知は，現存する動物種の認知機能を行動から調べて比較し，ヒトを含む動物の認知機能の進化を解

明する学問領域である。比較認知研究の概観を通して，ヒトの認知機能を相対的にとらえる考え方を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

比較認知研究の膨大なテーマの中から比較的基礎的な認知過程についての研究をとりあげ，方法論に注目しながら紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 比較心理とは何か？（比較心理・認知の歴史） 

2. 方法論 1（学習：オペラント条件づけなど） 

3. 方法論 2（学習：刺激性制御など） 

4. 方法論 3（進化論の基礎） 

5. 方法論４（心理学的研究法） 

6. 視覚１（テクスチャ弁別） 

7. 視覚２（全体優先処理・部分優先処理） 

8. 視覚３（知覚的群化） 

9. 視覚４（補間１：アモーダル補間） 

10. 視覚５（補間２：モーダル補間） 

11. 空間認知１（空間探索方略） 

12. 空間認知２（認知地図） 

13. 記憶１（短期記憶・長期記憶） 

14. 記憶２（メタ記憶） 

 

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

各回の最後に次の回のテーマについて述べるので，そのテーマについて 15 - 30 分程度の予習を求める。また，各回で学んだこ

とを，日常生活の中で自分に引き付けて考える復習をおこなうことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席コメントカード(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に配布，または指示する。 

 

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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■HM305 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM305／発達心理学 

(Developmental Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心的現象の比較的長期にわたる、不可逆的な時系列変化、一般に「成長」「発達」と呼ばれる現象の様相や原理、機制を研究す

るのが発達心理学である。本授業では、発達心理学の考え方や理論、基礎的知見を修得するとともに、心理学研究における発

達的視点の意義について理解を深めることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

発達心理学の主要領域である認知機能の発達と感情・社会性の発達について、幼児期、児童期を中心に、誕生から死に至る生

涯発達の観点から解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発達心理学とは 

2. 知覚の発達１ 

3. 知覚の発達２ 

4. 言語の発達１ 

5. 言語の発達２ 

6. ピアジェの認知発達論１ 

7. ピアジェの認知発達論 2 

8. アタッチメントと親子関係１ 

9. アタッチメントと親子関係 2 

10. 道徳性の発達１ 

11. 道徳性の発達 2 

12. 自己機能の発達 

13. 発達のしょうがいと臨床 

14. 高齢者の心理 

 

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

授業中に指示する参考文献は、授業外の時間に学習する。 

 

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） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM309 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM309／コミュニティ心理学 

(Community Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学における理論やアプローチを理解し、社会問題や身近なできごとに対してコミュニティ心理学の視点から考察

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

コミュニティ心理学に関する基本的発想や理論、介入方法について講義する。コミュニティにおけるメンタルヘルスやウェルビーイ

ングの増進、心理社会的問題の改善や解決に向けたアプローチについて紹介する。各回、社会問題や身近なできごとについて

行う個人ワークやグループワーク、ディスカッションを通して、多様な考えや意見を知り、それらをもとにコミュニティ心理学の視点

から考え、理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：コミュニティとは 

2. コミュニティ心理学の歴史とアプローチ 

3. コミュニティ心理学の理念と発想① 

4. コミュニティ心理学の理念と発想② 

5. コミュニティ感覚 

6. 予防 

7. 予防的介入 

8. ソーシャルサポート 

9. サポートネットワーキング 

10. 心理社会的ストレスモデル 

11. 危機理論と危機介入 

12. コンサルテーション 

13. コミュニティへの介入 

14. まとめ 

 

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

授業において配布される資料等を読み、提示された課題に取り組むこと。また社会問題や自分の身近なできごとに対する関心や

主体的に参加する姿勢をもち、ワークやディスカッションの準備として、自分なりの問題意識をもって授業を受けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内・外課題・小レポート(30%)/ワーク・ディスカッション・発表への取り組み(30%) 

授業内に実施する個人ワーク、グループワーク、ディスカッション、発表に主体的・積極的に取り組むことが求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 植村勝彦・高畠克子・箕口雅博・原裕視・久田満編、2012、『よくわかるコミュニティ心理学［第 2 版］』、ミネルヴァ書房 

(ISBN:978-4623064915) 

2. 山本和郎、1986、『コミュニティ心理学 地域臨床の理論と実践』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012020-3) 

3. 高畠克子、2011、『コミュニティ・アプローチ』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-015135-1) 

4. 植村勝彦、2012、『現代コミュニティ心理学 理論と展開』、東京大学出版会 (ISBN:978-4-13-012107-1) 

5. 植村勝彦編、2007、『コミュニティ心理学入門』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0178-4) 

その他、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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■HM310 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM310／心理学研究法２ 

(Research Methods in Psychology 2) 

担当者名 

（Instructor） 
秋山 隆(AKIYAMA 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） 
PSY3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

質問紙調査などによって取得された多変量データの分析手法を基礎から学習する。また、統計モデリングと多変量解析手法の基

礎を学び、自ら分析するための技術の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

データ分析手法の基礎知識と，多変量解析法についての基本的な考え方や主要なモデルについて，多変量データの例を用いて

具体的な解析プロセス，解析結果の読み取りに重点を置きながら講義を実施する．多変量解析法のエンドユーザーという立場か

ら文系でも理解可能な範囲で数学的解説を行い適切な応用を行う上で必要とされる知識及びスキルの習得を目指す。なお，研

究における倫理についても触れる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス:本講義で学ぶこと 

2. データの記述的要約 1（1 変数の要約） 

3. データの記述的要約 2（2 変数の要約） 

4. 回帰分析 

5. 重回帰分析 

6. 質的な変数を含む回帰分析 

7. 多変量解概論 

8. クラスター分析 

9. パス図による多変量解析(1):単回帰・重回帰 

10. パス図による多変量解析(2):パス解析 

11. パス図による多変量解析(3):因子分析 

12. 構造方程式モデリング(共分散構造分析)(1):入門 

13. 構造方程式モデリング(共分散構造分析)(2):応用 

14. ソフトウェアによる分析技法 

 

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

授業時間外に必要な学習に関する指示は，別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題(25%)/リアクションペーパー(15%) 

 

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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■HM311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM311／心理学研究法３ 

(Research Methods in Psychology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
大瀧 玲子(Otaki Reiko) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究法のうち質的研究について学び、自ら分析過程を実施する体験を通して理解を深める。その体験を通し、実際に卒業

論文等で質的研究法を実施・活用できるようにすることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、質的研究を行う際のデータ収集方法および様々な種類の質的分析法について扱う。まずは研究倫理から学び、

理論的方法論などの講義だけでなく、それぞれの研究法を用いた研究論文の講読を行う。その中で演習や、実際に質的データ

の収集と分析を体験するワーク（グループワークを予定）を行い、各自レポートにまとめることで実体験に基づいた学びを深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学研究法の基礎・研究倫理について 

2. 質的研究とは何か：聞き取り調査，インタビュー 

3. 質的データと収集法：参与観察法 

4. 質的データと収集法：フィールドワーク 

5. 質的研究を読む(1)：内容分析を用いた研究 

6. 質的データの分析方法(1)：会話分析 

7. 質的データの分析方法(2)：ドキュメント分析 

8. 質的研究を読む(2) ：会話分析を用いた研究 

9. 質的分析の実習(1)：KJ 法 

10. 質的分析の実習(2)：TEA（TEM）分析 

11. 質的研究を読む(3)：ライフヒストリー分析を用いた研究 

12. 質的研究の多様性と評価のポイント 

13. 質的研究の実施（課題への取り組み）：インタビュー、KJ 法など 

14. 質的研究をまとめる（課題レポートの作成） 

 

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

配付資料・文献はあらかじめ目を通しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題レポートの内容(40%)/授業への参加度(30%)/授業内の課題に対する小ポートの内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料を用いるため，テキストは指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

授業のなかで随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM315 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM315／臨床心理学概論 

(Clinical Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学とは，なんらかの悩みや生活しにくさを持った方々を対象に，アセスメントや方針を立てて，専門的な援助を実践して

いくこと，またはそれに関連した学問である。本講義では，臨床心理学の成り立ちと，臨床心理学の代表的な理論を理解すること

を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間はどのように心の健康を維持発展させるのか（もしくは維持できなくなるのか），そして心理的問題についてどのように理解す

るか，どのようにアプローチしていくのかについて，代表的な理論やその成り立ちを学ぶ。 前半は，心理療法の代表的な理論と

技法について紹介する。中盤は，臨床心理学における問題のアセスメントの種類や方法，それらをもとにしたケース・フォーミレー

ションについて学ぶ。後半は，臨床心理学におけるアプローチの実際について，事例報告なども踏まえながら紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション，臨床心理学とは 

2. 臨床心理学の成り立ち① 精神分析と力動的心理療法の成りたち 

3. 臨床心理学の成り立ち② 行動理論と行動療法の成りたち 

4. 臨床心理学の成りたち③ 人間性心理学とクライエント中心療法の成りたち 

5. 臨床心理学の成り立ち④ 認知理論と認知療法の成りたち，その他の療法の成りたち 

6. 小まとめ 

7. 臨床心理学におけるアセスメントの理論と技法① 心理検査 

8. 臨床心理学におけるアセスメントの理論と技法② 異常心理学，精神障害の診断分類 

9. 臨床心理学におけるアセスメントの理論と技法③ ケース・フォーミレーション 

10. 臨床心理学における介入① うつを対象にしたアプローチ 

11. 臨用心理学における介入② 不安を対象としたアプローチ 

12. 臨床心理学のおける介入③ 児童生徒の問題を対象としたアプローチ 

13. 臨床心理学における介入④  集団を対象としたアプローチ 

14. 臨床心理学の課題， 全体のまとめ 

 

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

次回の内容について，予習や事前学習の課題を出す場合があるので、取り組んでください。また Blackboardにて，講義資料等は

できる限りダウンロード可能としますので、復習等に役立ててください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況と授業態度(30%)/中間テスト(35%)/最終テスト(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 下山晴彦、2009 年、『よくわかる臨床心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623054350) 

2. 松見淳子、2009 年、『臨床行動分析のＡＢＣ』、日本評論社 (ISBN:978-4535983007) 

3. 坂野雄二、1995 年、『認知行動療法』、日本評論社 (ISBN:978-4535560178) 

4. 下山晴彦・中島義文、2016 年、『公認心理師必携 精神医療・臨床心理の知識と技法』、医学書院 (ISBN:978-4260027991) 

その他，適宜講義内で指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM317 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM317／認知心理学（知覚・認知心理学） 

(Cognitive Psychology (Psychology of Perception & Cognition)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
認知、脳、障害 

担当者名 

（Instructor） 
本間 元康(HONMA MOTOYASU) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトが買い物をするとき，モノの質や値段だけでなく，色や形，記憶，情動など様々な要因が絡み合って最終決定を行っていま

す．しかしその過程が心や脳の複雑な働きに支えられているとは気づきにくいものです．認知心理学の分野は多岐にわたります

が，本講義では特に高次な処理メカニズムに焦点を当てます．さらに障害研究から認知心理学の考え方，意義に触れてもらいま

す．  

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では，毎回一つのテーマを取り上げ，それに関連する内容の講義を行います．日常生活に見られる認知心理学的現象お

よび関連する障害に言及し，認知心理学研究を通じて複雑な「感じる・考える仕組み」についての知見を解説します．  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 認知心理学への招待 

2. 色（色は心の中だけ） 

3. 顔（顔と物は違うのか） 

4. 視線（アイコンタクトは幻） 

5. 表情（感情を読み取れるか） 

6. 記憶（嫌なことは忘れない） 

7. 注意（マジックを見破れるか） 

8. 触覚（触れなくても感じる） 

9. 同調（シンクロする身体） 

10. 睡眠（眠るから覚える） 

11. 言語（バイリンガルはお得） 

12. 共感（見ただけで痛くなる） 

13. 時間（楽しいと速く過ぎる） 

14. 恋愛（恋は病気か） 

 

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

講義前日までに資料をアップロードしますので予習してきてください． 

 

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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■HM318 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM318／学習心理学（学習・言語心理学） 

(Psychology of Learning (Psychology of Learning & Language)) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
行動分析（学）入門 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

実験心理学の一領域であると同時にさまざまな行動支援の基礎領域でもある学習心理学を学ぶ。また実験的行動分析や応用

行動分析の先端的研究を理解するための基礎知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学習心理学は実験心理学の単なる一分野ではない。行動と「こころ」の問題を臨床的にあつかう研究分野や実践的活動に理論

的基礎を与えている領域でもある。さまざまな応用分野と密接な関係をもつ研究もおこなわれている。この授業は適宜，応用的研

究や実践にも触れながら，人の行動が変化する過程や言語の習得における機序を含む学習心理学全般を講義する。また学習

心理学の柱の一つである行動分析（学）への平易な入門ともなるような内容とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学習とは・行動分析とは 

2. 馴化・増強・鋭敏化 

3. レスポンデント条件づけ・味覚嫌悪 

4. オペラント条件づけ 

5. 強化子という概念 

6. 強化随伴性と確立操作 

7. 条件性強化 

8. 何が強化子になるのか 

9. 行動形成 

10. 嫌悪的な行動制御 

11. 刺激性制御 

12. 強化スケジュール 

13. 選択行動 

14. セルフコントロール・価値割引 

 

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

必要に応じて授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/授業時に随時おこなうクイズ(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:978-4414301830) 

2. ジェームズ・E・メイザー、2008、『メイザーの学習と行動』、二瓶社 (ISBN:978-4861080456) 

3. 伊藤正人、2005、『行動と学習の心理学』、昭和堂 (ISBN:978-4812204320) 

4. 小野浩一、2016、『行動の基礎』、培風館 (ISBN:978-4563052478) 

その他，随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM319 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM319／感情・人格心理学 

(Psychology of Emotion & Personality) 

担当者名 

（Instructor） 
花嶋 裕久(HANASHIMA HIROHISA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 人格（以下，パーソナリティ）の概念に関する基本的な理論や測定法について知る。 

2. パーソナリティの成立や発達に関するさまざまな事柄について心理学的に理解する。 

3. 環境（対人関係・社会・文化）の中でのパーソナリティの形成過程について理解を深める。 

4. 感情に関する理論及び感情喚起の機序を学び、感情が行動に及ぼす影響を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 パーソナリティ心理学と感情心理学は細分化された心理学諸領域の中でもとくに密接な関係がある。たとえば、パーソナリティ

を記述する言葉の中には感情を表すものが多く含まれており、感情経験の個人差はそのままパーソナリティであるともいえる。こ

の講義では，パーソナリティと感情という概念が，心理学でどのように捉えられ，どのように探究されているのかを包括的に論じ

る。 

 具体的には、まずパーソナリティの類型論や特性論，測定法について紹介し、その形成過程や偏りについて学ぶ。さらに、感情

と認知、感情と動機づけに関する研究を概観し、感情が行動に及ぼす影響について学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション―パーソナリティとは 

2. パーソナリティをどのように捉えるか①－類型論 

3. パーソナリティをどのように捉えるか②－特性論 

4. パーソナリティをどのように測るのか 

5. パーソナリティの測定法－観察・面接・テスト 

6. 知能とパーソナリティ 

7. 遺伝とパーソナリティ 

8. 発達とパーソナリティ①－青年期まで 

9. 発達とパーソナリティ②－成人期以降 

10. 家族関係とパーソナリティ 

11. 人間関係とパーソナリティ 

12. 文化とパーソナリティ 

13. 感情とパーソナリティ 

14. パーソナリティと精神病理－正常と異常 

 

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

配布資料や参考文献を読み，授業の予習や復習，リアクションペーパーの作成の準備をすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席点とリアクションペーパー(30%) 

欠席は 3 回まで。4 回以上欠席した者は単位取得資格を失う。 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書はとくに指定しない 

 

参考文献（Readings） 

1. 鈴木公啓 編、2012、『パーソナリティ心理学概論』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-7795-0638-3) 

2. 詫摩武俊・瀧本孝雄・鈴木乙史・松井豊、2003、『性格心理学への招待』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1044-0) 

3. 小塩真司、2010、『はじめて学ぶパーソナリティ心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05684-2) 

4. 小塩真司、2014、『パーソナリティ心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1343-8) 

5. 島義弘、2017、『パーソナリティと感情の心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1394-0) 

6. 大平英樹、2010、『感情心理学・入門』、有斐閣アルマ (ISBN:978-4-641-12388-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HM320 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM320／生理心理学（神経・生理心理学） 

(Psychophysiology (Neuro- & Physiological Psychology)) 

担当者名 

（Instructor） 
池田 一成(IKEDA KAZUNARI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1. 神経系の基本的な構造と働き，その障害について説明することができる。 

2. 講義資料を見ながら，講義の内容を説明することができる。 

3. 教科書を読み，その内容をほぼ理解することができる。   

 

授業の内容（Course Contents） 

心と脳の関係は人間にとって謎の多い問題である。神経心理学と生理心理学は，脳の変化が心の世界にどのような変化をおよ

ぼすか，また心のもち方が脳にどのような変化として現れるか，調べる学問である。この講義では脳の基本的構造や動作のしく

みから始め，物の感じ方，覚えること，喜びや怒り，やる気や異常体験など，心の世界全般に関わる脳の知識を解説する。この授

業は脳科学で心の臨床を読み解くための入門として設定する。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生理心理学・神経心理学とは何か 

2. 神経系と心の相関 

3. 脳の構成と情報伝達 

4. 感覚・知覚の脳機能 

5. 睡眠・生体リズムの脳機能 

6. 情動・感情の脳機能 

7. 動機づけの脳機能 

8. 学習の脳機能 

9. 記憶の脳機能 

10. 大脳半球機能の左右差 

11. 意識の脳機能 

12. 脳機能の発達と障害 

13. 精神神経疾患と神経情報伝達 

14. 心理的介入の脳機能画像 

 

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

この授業に必要な授業時間外学習の内容および時間の目安は次の通り． 

予習：講義資料の熟読 毎回 0.5 時間×14 回（計 7 時間） 

復習：講義資料と教科書該当箇所の確認 毎回 0.5 時間×14 回（計 7 時間） 

試験勉強：14 時間 

 

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） 

1. 岡田隆・廣中直行・宮森孝史、2015、『生理心理学 第 2 版』、サイエンス社 (ISBN:9784781913582) 

 

参考文献（Readings） 

1. 道又爾・岡田隆、2012、『認知神経科学』、放送大学教育振興会 (ISBN:9784595313363) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修上の注意 

1.毎回の講義内でふれる要点（振り返り）は必ず筆記する． 

2.毎回の講義後，振り返りの記述をもとにして内容の復習をする． 

3.筆記試験では，講義の全範囲を均等に出題する． 

 



 - 81 - 

注意事項（Notice） 
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■HM321 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM321／社会心理学（社会・集団・家族心理学） 

(Social Psychology (Social, Group & Family Psychology)) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学への能動的な理解を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会心理学のテキストを使いて、その概念、理論を学ぶ。特に、①対人関係並びに集団における人の意識及び行動についての

心の過程、②人の態度及び行動、③家族、集団及び文化が個人に及ぼす影響について考察する。その際３、４名のグループを

作り、該当箇所について事前にパワーポイントを作成し、内容を他の受講生にわかりやすく説明していく。発表では、自分自身の

日常生活での出来事や経験、社会的出来事、さらには当該事項に関する心理学の専門書、関連した心理学の学術論文なども用

いて説明する。発表担当の受講生以外の中から、各回ごとに司会を務めるコーディネーターと、質問や意見をするコメンテーター

も決めておく。コーディネーターが司会を務めながら、コメンテーターから当該発表について質問や指摘をしてゆき、さらに受講生

一般からの質問を交えながら討議することによって、社会心理学への理解を深める。時折、授業に関連した内容の質問紙にも回

答してもらったり、実験に参加したりしてもらうことがある。そうした調査、実験の結果は、最終講義時間において説明する。受講

生が積極的に参加して形成する授業を目指しているため、積極的な参加が望ましい。最終講義時には、テキストに掲載されてい

るテーマに関連した概念や理論などに関連した題材の中から、各自テーマを選び、レポートを書いて提出する。授業を楽しんで欲

しい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の運営法の説明と社会心理学について (p. 2 - 9) 

2. 担当の決定と教員によるプレゼンテーション例（自己開示） (p. 62 - 65) 

3. 自己概念、自己評価、自尊感情 (p. 20 - 29) 

4. 認知 (p. 30 - 39) 

5. 感情、心の進化 (p. 40 - 49) 

6. コミュニケーション、好意と親密性 (p. 52 - 61) 

7. 自己呈示、援助行動 (p. 66 - 75) 

8. 恋愛感情、好きなタイプ、好かれるタイプ、恋愛の進展 (p. 86 - 95) 

9. 関係の危機、失恋、結婚 (p. 96 - 105) 

10. 集団 (p. 110 - 119) 

11. 組織、リーダーシップ (p. 120 - 129) 

12. 依頼・説得、 コーチング(p. 76 - 81； p. 130 - 131) 

13. 消費行動、 (p. 140 - 151) 

14. まとめ（授業時に実施した実験、調査についての概説）とテスト 

 

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

担当箇所をプレゼンテーションするためのパワーポイントの作成が必要である。コメンテーター役の受講生は、担当部分について

質問や意見を準備しておくこと。それ以外の受講生も当該ページを事前に読んで、理解した上で、授業に臨むこと。授業中に扱っ

た、あるいはテキストにある、概念、理論などについて、各自興味のあるもについて調べて、最終授業時にレポートとして提出す

る。レポートの内容は、（１）当該概念・理論の説明、（２）そうした概念、理論の問題点の指摘からなるもので、A４の用紙に印刷し

て提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の発表、質疑などへの参加(30%)/調査、実験への参加(10%)/コメントペーパー(20%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小口孝司、2013、『よくわかる社会心理学』、ナツメ社 (ISBN:978-4-8163-5429-8) 

 

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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■HM322 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM322／教育心理学（教育・学校心理学） 

(Educational Psychology (Educational & School Psychology)) 

担当者名 

（Instructor） 
三好 昭子(MIYOSHI 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） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育・学校心理学の基礎用語・研究方法を説明することができる。自分の教育観について洞察を深めることができる。教育現場

における心理社会的課題及び必要な支援をふまえ，教育について心理学の立場から提言することができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

教育とは何だろうか。私たちは日頃から頻繁に「教育」という言葉を使用する。しかし人によって教育観が異なるため，それぞれの

「教育」が意味しているものが異なっている。教育心理学の研究もまた同じで，実にさまざまな研究が行われている。この講義で

は，教育現場において生じる問題及びその背景について論じ，「教育」について心理学の方法を用いて研究するということはどう

いうことなのかを考え，実際に研究するための基礎を解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 教育とは何か 

2. 自尊心を育てる 

3. 道徳心を育む 

4. 劣等感を克服する 

5. 対人関係を豊かにする（友だち・恋愛） 

6. 進路指導・キャリア教育 

7. 動機づけ（やる気を育む） 

8. 知識を獲得する 

9. 自己学習力を育てる 

10. 遺伝とどのように向き合うか 

11. アイデンティティとは 

12. アイデンティティ形成 

13. 教育と支配 

14. 人を教育するということ 

 

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

配付資料やノートを復習して，指定期間内に Blackboardの中間テストを受験する必要がある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/中間テスト(30%)/小レポート(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用せず，資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 髙坂康雅・池田幸恭・三好昭子、2017、『レクチャー 青年心理学 —学んでほしい・教えてほしい青年心理学の 15 のテーマ

—』、風間書房 (ISBN:9784759921830) 

2. 大野 久・小塩真司・佐藤有耕・白井利明・平石賢二・溝上慎一・三好昭子・若松養亮、2017、『君の悩みに答えよう —青年心

理学者と考える 10 代・20 代のための生きるヒント』、福村出版 (ISBN:9784571230578) 

3. 市川伸一、2011、『現代心理学入門 3 学習と教育の心理学 増補版』、岩波書店 (ISBN:9784000039185) 

授業の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

基本的にはパワーポイントを使用した講義形式だが，アクティブラーニングを取り入れ，グループワークや実験なども適宜行う予

定なので，積極的な受講態度が期待される。 

中間テストには Blackboardを使用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM323／産業・組織心理学 

(Industrial & Organizational Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
芳賀 繁(HAGA SHIGERU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

産業・組織心理学の理論と知見を知り，その現代的意義を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 産業・組織心理学全般（ただし消費者行動を除く）について初学者向けに講義する。その内容には，①職場における問題（メンタ

ルヘルス，キャリア形成に関することなど）に対して必要な心理に関する支援と，②組織における人の行動（リーダーシップ，コミュ

ニケーションなど）が含まれる。 

 講義ではスライドショーやビデオを多用する。講義のほか，秋休み中の宿題として課題図書リストを提示し，その要約と感想を

11 月中旬に提出してもらう。授業中に視聴した教材ビデオ，およびゲストスピーカの話にはその授業中に感想文の提出を求め

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ヒューマンエラーと安全マネジメント１ 

2. ヒューマンエラーと安全マネジメント２ 

3. 職場の安全衛生１ 

4. 職場の安全衛生２ 

5. 職場の安全衛生３ 

6. 人的資源管理１ 

7. 人的資源管理２ 

8. 人的資源管理３ 

9. 組織行動１ 

10. 組織行動２ 

11. 組織行動３ 

12. 交通心理学 

13. 人間工学１ 

14. 人間工学２ 

 

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

11 月に課題としてヒューマンファクターズ関係の本を読んで読書感想文を提出する。課題図書のリストは第 2 回目の授業で配布

する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

安全衛生管理に関するレポート(20%)/人的資源管理に関するレポート(20%)/組織行動に関するレポート(20%)/読書感想文(20%)/

授業時間に提出するリアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山口裕幸他、2006、『産業・組織心理学』、有斐閣 (ISBN:4641122784) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山口裕幸・金井篤子（編）、2007、『よくわかる産業・組織心理学』、ミネルバ書房 (ISBN:4623048713) 

2. 芳賀繁、2003、『失敗のメカニズム』、角川書店 (ISBN:404371601X) 

3. 芳賀繁、2013、『事故がなくならない理由』、PHP新書 (ISBN:4569808263) 

4. 芳賀繁、2009、『絵でみる失敗のしくみ』、日本能率協会マネジメントセンター (ISBN:4820745557) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM325／心理学研究法４（心理的アセスメント） 

(Research Methods in Psychology 4(Psychological Assessment)) 

担当者名 

（Instructor） 
糸井 岳史(ITOI 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） 
PSY3420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①心理アセスメントにおける心理検査の役割と使用方法を学ぶこと。 

②心理検査の体験を通して自己理解を深めること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実際の心理臨床において、心理アセスメントはどのように行われているのか。また心理検査はどのように活用されているのか。心

理検査の活用方法上の問題点や、あるべき活用方法について、可能な限り実際の事例に基づいて、臨場感のあるお話しをした

いと考えています。 

また、授業では実際の心理検査を体験していただくことで、被検査者としての体験をしていただき、自分を見つめ省みて、自分の

特徴（強みや弱み）に気づく機会とできたらと考えています。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、心理アセスメントの目的（心理アセスメントとは何か） 

2. 心理アセスメントの倫理  

3. 心理アセスメントの観点・展開・方法（観察、面接、及び心理検査） 

4. 心理検査の信頼性と妥当性 

5. 性格検査：質問紙法 1 

6. 性格検査：質問紙法 2 

7. 性格検査：投影法 1 

8. 性格検査：投影法 2 

9. 知能検査 1 

10. 知能検査 2 

11. 知能検査 3 

12. その他の心理検査：ＰＴＳＤなどのスクリーニング 

13. 心理アセスメントの適切な記録及び報告（心理テストのフィードバックについて）、授業内小テストについて 

14. まとめと授業内小テスト 

 

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

授業内で紹介した心理検査の施行・採点・解釈方法についてより詳しく調べることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(30%)/授業態度（コメントペーパー）(30%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

所定のテキストはない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業内でそのつど紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM402 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM402／実験的行動分析 

(The Experimental Analysis of Behavior) 

担当者名 

（Instructor） 
井垣 竹晴(IGAKI TAKEHARU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヒトを含めた動物個体が示す様々な行動はどのような要因によって制御されているのか。実験的行動分析学の枠組みからこの

問いに対する答えを探る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実験的行動分析では厳密な条件統制による実験室研究により、行動の制御要因を環境内に見出すことを目的とする。扱われて

いる研究テーマは多岐にわたるが、本講義では、近年注目を集め、また今後の進展が期待されるテーマを取り上げ、それら研究

成果の講義概説を行う。扱う研究事例は基本的で古典的なものから最新の研究成果も含まれる。専門的な授業内容となるた

め、講義内容についての質疑応答を重視して授業を進めていく。これらを通じ「実験」という研究手法についての面白さを体感して

ほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 基礎知識の確認（１） 

行動分析学とは、レスポンデント条件づけ、レスポンデント条件づけの誤用、系統的脱感作法 

2. 基礎知識の確認（２） 

オペラント条件づけ、強化と弱化、反応形成法、強化スケジュール 

3. 複雑な強化スケジュール 

継時スケジュール（多元スケジュール、連鎖スケジュール）、同時スケジュール（並立連鎖スケジュールなど）、FR強化後反

応休止の要因 

4. 自動反応形成 

オペラント仮説、レスポンデント仮説、行動システム分析 

5. 選択行動（１） 

マッチングの法則、一般化マッチングの法則、マッチングの法則からの逸脱 

6. 選択行動（２） 

巨視的最大化理論、微視的最大化理論、逐次改良理論 

7. 選択行動（３） 

遅延低減仮説、文脈選択モデル、選好パルス 

8. 中間テスト 

9. 変化抵抗 

変化抵抗の制御要因、刺激-強化子随伴性、消去抵抗、部分強化効果、行動モメンタム 

10. 反応復活 

標的行動と代替行動、反応復活の制御要因、反応復活の理論モデル 

11. 価値割引（１） 

遅延割引、確率割引、社会割引、双曲線関数モデル 

12. 価値割引（２） 

割引の個人差研究、報酬量効果、動物の価値割引 

13. 衝動性と自己制御 

選好逆転、先行拘束法、マシュマロ・テスト 

14. 最終テスト 

 

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

復習用の教材として、授業内容に関連した参考資料を配布する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/中間テスト(25%)/平常点（リアクションペーパー）(35%) 

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 
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参考文献（Readings） 

 

 

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、授業プリントは配布する。 

次回授業開始時にリアクションペーパーのフィードバックを行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM408 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM408／消費者心理学 

(Consumer Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
消費者の心理と行動：ミクロからマクロまで 

担当者名 

（Instructor） 
碇 朋子(IKARI TOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

消費者の心理や行動に関わる心理学的知識の習得が目標である。消費に関わる現象に対して心理学的な「メガネ」を持って接

近できる態度を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

消費者の心理・行動に関わる（社会）心理学的理論・モデル・概念・用語を中心に，周辺分野の紹介も含め，講義する。内容的に

は，「ミクロ：個人」から「マクロ：社会」の水準まで，広範に扱う予定である。これは，マーケティングや広告の理解にも役立つ。機

会があれば，最近の研究動向も紹介する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに・・・イントロダクション 

2. 消費者行動に対する諸アプローチ 

3. 消費者行動論の歴史 

4. 消費者の意思決定過程 

5. 消費者の情報処理 

6. 消費者の知覚・知識・記憶・態度・関与 

7. 中間テスト(正確な日程は授業内で指示する) 

8. 消費者と個人特性・状況要因 

9. 消費と文化 

10. 消費と社会 

11. 消費と広告 

12. 消費と広告 

13. 消費と地域性 

14. まとめ 

 

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

一般的な心理学の基礎知識を既にある程度は学んでいることが望ましい。予習は必要ないが、毎回、復習を各自しておくことが

望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/ほぼ毎回の授業内で課されるリアクションペーパーの内容(20%)/中間テスト(20%)/その他の小課

題(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定のテキストは用いない。必要に応じ、講師作成の資料等を授業で配布し、それに基づき，進める。 

 

参考文献（Readings） 

1. 杉本徹雄、1997、『消費者理解のための心理学』、福村出版 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で配布した資料は授業終了後に「ブラックボード」にアップする予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM416 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM416／心理学特講１ 

(Lecture on Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
顔とコミュニケーションの心理学 

担当者名 

（Instructor） 
上田 彩子(UEDA SAYAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間にとって最も身近な視覚対象である「顔」について、認知情報処理の観点から理解を深める。また、その神経科学的基盤に

ついても理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

顔は人間にとって特別な視覚対象である。私たちがどのように自己や他者の顔を知覚・認知し、それをもとに社会的コミュニケー

ションをしているのかについて、さまざまなトピックを挙げ説明する。その際、科学的な検討対象として扱うための方法論や、神経

科学的知見についても紹介する。随時学生からの質問を受け付ける。また、学生からのテーマの希望などあれば、授業計画に加

えるなど、柔軟に対応する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（デモ・ミニゲーム） 

2. 顔の特別さ 

3. 顔の構造と進化 

4. 顔が発信する情報 

5. 顔の再認１ 

6. 顔の再認２ 

7. 自己顔の認知 

8. 表情認知１ 

9. 表情認知２ 

10. 顔の印象と魅力１ 

11. 顔の印象と魅力２ 

12. 顔とメーキャップ１ 

13. 顔とメーキャップ２ 

14. 総括 

 

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

各授業の最後にまとめとして穴埋め式の問題を出すので、復習として各自考えておくこと。解答の提出は求めない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(58%)/授業後に提出するコメントペーパー(42%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布資料をもとに授業を進めるため、テキストは指定しない 

 

参考文献（Readings） 

授業中に、適宜参考文献を紹介する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM418 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM418／心理学特講３ 

(Lecture on Psychology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
トラウマの心理学 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 恵(KANNO KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

トラウマの基本的理解を通して，心の傷への対処や心の支援の必要性について自ら洞察を深めることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

トラウマ（trauma）はいわゆる心の傷のことであり，親しい人との別れや転居などの喪失体験，いじめ被害，虐待，DV，想定不可

能な事件や事故，自然災害などがテーマになることもあり，扱う範囲は幅広い。 

本講義では，心理学の観点からトラウマに関連する内容を概観し，特に侵襲性の強い子どものトラウマを中心に学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. トラウマ（心的外傷）とは 

3. 社会の危機とトラウマ（１）（戦闘ストレス反応など） 

4. 社会の危機とトラウマ（２）（自然災害など） 

5. トラウマ反応とは（PTSD の理解） 

6. 子どものトラウマ（１）（いじめ被害，不登校，被虐待，受験の失敗など） 

7. 子どものトラウマ（２） 

8. 児童虐待によるトラウマ（１） 

9. 児童虐待によるトラウマ（２）（VTR視聴予定） 

10. 大人のトラウマ（１）（DV，犯罪被害，ハラスメントなど） 

11. 大人のトラウマ（２） 

12. トラウマからの回復（１） 

13. トラウマからの回復（２） 

14. まとめ（最終テスト実施及びレポート提出含む） 

 

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

虐待問題，災害支援などの新聞記事，報道などに関心を高めてほしい。 

 

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%)/授業内に指示した提出物(20%)/出席状況・授業態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 矢守克也・前川あさ美編集、2013、『発達科学ハンドブック 7 災害・危機と人間』、新曜社 (978-7885-1365-5) 

2. 菅野恵、2017、『児童養護施設の子どもたちの家族再統合プロセス』、明石書店 (ISBN:978-4-7503-4589-5) 

参考文献は授業中に随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし 

 

注意事項（Notice） 
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■HM421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM421／青年心理学 

(Youth and Adolescent Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アイデンティティと恋愛の発達 

担当者名 

（Instructor） 
大野 久(ONO 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） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

青年期の自我発達と恋愛の発達について、E.H.Erikson の漸成発達理論の青年期の主題，アイデンティティと，初期成人期の主

題，親密性，愛に関する理論から自己理解、他者理解を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では，青年期の自我と恋愛の発達に焦点をあて，Erikson の漸成発達理論を基礎として，その理論と現代の自我と恋愛

の様相について，学生のレポートを題材として講じる。学生は，理論と具体例を学ぶことにより，自己分析，他者理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漸成発達理論とは何か 

2. 青年期 アイデンティティとは何か 

3. アイデンティティのバリエーション１ 

4. アイデンティティのバリエーション２ 

5. 危機論 

6. アイデンティティ・ステイタス理論 

7. 恋愛の発達：タイプ，初恋 

8. アイデンティティのための恋愛 

9. 愛情の発達差 

10. 初期成人期の活力：愛 

11. 愛の本質：無条件性と相互性 

12. 恋愛と性 

13. 初期成人期：親密性対孤立 

14. 成人期：生殖性，愛の実践，ケア 

 

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

テキストの序章青年期までの発達，第 1 部第 1 章青年期のアイデンティティの発達，第 2 章青年期の恋愛の発達，終章青年期

以降の発達を予習しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/講義内でのリアクションペーパー(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 大野久、2010、『エピソードでつかむ青年心理学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:4623057372) 

 

参考文献（Readings） 

1. E.H.エリクソン、1980、『幼児期と社会２』、みすず書房 (ISBN:4622022826) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM435 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM435／文化心理学 

(Cultural Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
澤海 崇文(SAWAUMI TAKAFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2321 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course introduces the major content areas of cultural psychology. Students will learn how culture shapes the way we think 

and behave. 

 

授業の内容（Course Contents） 

This course will cover the relationship between culture and human mind. The course starts by introducing general theories and 

perspectives underlying cultural psychology. We will then explore cultural influences on a wide range of psychological processes, 

including socialization, self-concept, motivation, emotion, and cognition, especially focusing on East-West differences. We will 

deal with the mechanisms underlying cultural differences and cover topics such as acculturation and multiculturalism, including 

cultural differences within a single country. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is cultural psychology? 

2. Culture and socialization I: Development of the cultural mind 

3. Culture and socialization II: Education practices 

4. Culture and the self I: Cultural differences in self-concepts 

5. Culture and the self II: Consequences for self-consistency and egoism 

6. Culture and motivation I: Goals and theories underlying motivation 

7. Culture and motivation II: Cultural differences in motivation, control, and choice 

8. Exam 1: Midterm exam 

9. Culture and emotion: Universality and cultural variation in emotions 

10. Culture and cognition I: Cultural differences in cognition 

11. Culture and cognition II: Where do cultural differences come from? 

12. Acculturation and biculturalism I: Time course of acculturation and factors that influence acculturation 

13. Acculturation and biculturalism II: The bicultural self 

14. Exam 2: Final exam 

 

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

Students should review their notes before each class and be prepared to explain the major concepts and theories they have 

learned. If they are unclear about anything, I would strongly recommend that they should contact the instructor or refer to the 

corresponding chapter in the reading book. Students are encouraged to take a look at the handouts before each class. Students 

are required to do the assigned readings and submit a couple of papers during the term. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Midterm Test(25%)/Final Test(25%)/Reaction Papers(25%)/Class Participation(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

No textbook will be used. Handouts and readings will be distributed in class. 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven J. Heine. 2007. Cultural Psychology. New York: W. W. Norton (ISBN:9780393925739) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

English will basically be used throughout this course. Students who are not sure if they can catch up, they should come to the 

first class and notify the instructor. 

This course primarily takes lecture-based teaching using PowerPoint slides, but students will join group discussions and 

experience short psychological experiments and share their results in several classes. 

PowerPoint slides will be upload on Blackboard after each content is covered. 

 

注意事項（Notice） 
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■HM437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM437／動物生態学 

(Animal Ecology) 

担当者名 

（Instructor） 
今野 晃嗣(KONNO AKITSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【科目特有の知識・技術についての到達目標】 

１．動物の多様な生態および行動と社会の成り立ちについての基礎的知識を得る。 

【汎用能力としての学士力についての到達目標】 

２．動物の生態にかんする専門知識を修得し、課題の問題点を発見する力を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

動物とその集団はどのように行動するのか、そして、動物とそれを取り巻く環境はどのようにかかわっているのかという問題につ

いて、進化の視点から学ぶ。この講義では、動物を理解するための基本的な問いの立て方と、生物進化を支える遺伝と環境の相

互作用について論じる。さまざまな動物がみせる豊かな生態を知ることにより、問題点や疑問点を発見する力を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要と導入 

2. 動物生態学のキーワード 

3. 生態系の成り立ち 

4. 種間相互作用 

5. 個体群動態と生物群集動態 

6. 生物進化 

7. 性選択（１） 

8. 性選択（２） 

9. 利己的行動の進化（１） 

10. 利己的行動の進化（２） 

11. 利他的行動の進化（１） 

12. 利他的行動の進化（２） 

13. 地球環境と生物 

14. 人間と環境 

 

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

予習：事前に講義資料を確認するとともに不明点や疑問点を挙げる。 

復習：講義資料と授業ノートを見直して要点や疑問点を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/レポート課題（３回）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書：使用しない。資料を配布する。 

参考書：講義中に随時指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM438／児童心理学 

(Child Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
こどもの発達心理臨床 

担当者名 

（Instructor） 
楜澤 令子(KURUMISAWA REIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

胎児期から児童・青年期までの発達心理学的な知識をもとに、こどもに関わる心理臨床を理解しそのアプローチを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

子どもの年齢に応じた認知・社会性、自己発達、他者との関わりの発達等の知識を踏まえて、そこに生じている心理臨床的な問

題を理解して考える授業です。 

発達障碍やそのアセスメント、児童虐待、PTSD、愛着障碍、子どもの心理寮法に関する知識・理解を深めることが中心となりま

す。さらに、子育て支援・保育園・幼稚園・小中学校・児童養護施設などの子どもに関わる臨床現場で生じている問題・事例等に

ふれていきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. こどもの発達心理臨床とは 

2. 乳幼児の発達と心の育ち 

3. こころのケアの必要性① 

4. こころのケアの必要性② 

5. 子どものこころのアセスメント（行動観察・描画法など） 

6. プレイセラピー 

7. 発達障碍とアセスメント① 

8. 発達障碍とアセスメント② 

9. 発達障碍とアセスメント③ 

10. 認知行動療法と療育的アプローチ 

11. 学童期の発達と心のケア 

12. 思春期の心の理解と心理的援助 

13. 子どもの心理臨床の事例を読む１ 

14. 子どもの心理臨床の事例を読む２ 

 

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

講義はパワーポイントによる講義を行いますが、特に知識・理解を深める部分に関しては、自分なりにまとめて復習してください。

また、短時間でよいので子どもの遊びを観察したり、子どもと会話（やりとり）をする機会があるとよいと思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席・積極的態度(30%)/授業内レポート・テスト(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 田中千穂子、2009、『母と子のこころの相談室ー”関係”を育てる心理臨床』、山王出版 (491569467/978-4915694264) 

2. 中川信子、1998、『健診とことばの相談ー1 歳 6 か月健診と 3歳児健診を中心にー』、ぶどう社 (89240-138-2) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM440／社会病理学 

(Social Pathology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
犯罪および非行を焦点に 

担当者名 

（Instructor） 
相良 翔(SAGARA SHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．「社会病理」に関する基礎理論を習得する。 

２．「社会病理」の現状について把握する。 

３．「社会病理」の解決法について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「社会病理」はいかにして出現するのか、その現状はいかなるものなのか、そしてどう解決するのか。 

これらのことについて、特に犯罪・非行に関する理論の学習を通じて、考える機会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―「社会病理」の捉え方 

2. イタリア犯罪人類学派とフランス環境学派 

3. デュルケムの犯罪論 

4. シカゴ学派の逸脱論 

5. 緊張理論 

6. 学習理論 

7. ラベリング理論 

8. コントロール理論 

9. 環境犯罪学 

10. 犯罪・非行発生の心理学的要因 

11. 犯罪・非行発生の生物学的要因 

12. 少年非行（１） 

13. 少年非行（２） 

14. 本講義のまとめ 

 

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

※授業計画は大幅にずれることはありませんが、進行具合によって変更する可能性はあります。 

※参考文献などをもとにして作成した穴埋め式のプリント（B4の予定）を各回配布します。 

※配布物を閉じるファイルを用意しておいてください。 

※適宜、板書・Power Point・映像資料などを用いて、重要語句の説明を行います。 

※予習としては、テキストや参考文献の講義該当箇所を読んでおくと、理解がスムーズになります。 

※復習は講義の冒頭に毎回を行います。内容はリフレクションペーパーを踏まえたものになりますが、各自講義前にレジュメの内

容に関しておさらいをしてください。 

※受講人数によってグループワークも取り入れようと思います（30 人以内の場合） 

※ゲストスピーカーの招聘も検討しています。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/出席を前提にしたリフレクションペーパーの提出(40%) 

受講者の数によって評価方法を変更する可能性があります。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 岡本英生・松原英世・岡邉健、2017、『犯罪学リテラシー』、法律文化社 (ISBN:978-4-589-03861-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. 高原正興, 矢島正見 編著、2016、『関係性の社会病理』、学文社 (ISBN:978-4762026331) 
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2. 岡邊健 編著、2014、『犯罪・非行の社会学 -- 常識をとらえなおす視座』、有斐閣 (ISBN:978-4641184183) 

3. 矢島正見，丸秀康，山本功 編著、2010、『よくわかる犯罪社会学入門』、学陽書房 (ISBN:978-4-313-34018-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM441／リスク心理学 

(Risk Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
申 紅仙(SHIN HONGSON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「リスク」概念とその理論・知見を心理学的立場から深く理解する。また様々なリスクを正しく認識し対処するための思考・スキル

を身につけ、日常生活やビジネス場面で役立てる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） 

 さまざまな「リスク」と、その受け手である人々の認知のズレや過剰な不安、行動特性などの問題について心理学的立場から考

察する。講義では、実際に起こった事故や企業が現在抱えている問題を多くあつかう。また、理論や用語説明の時にはスライド・

ビデオ・配布資料などを用いながら進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リスクとは： 概念と先行研究・研究手法の紹介 

2. リスク認知と行動 ： リスク評価（過小評価と過大評価）、個人差、不安全行動、不確定事象下の意思決定など 

3. 災害リスクと認知バイアス ： 自然災害での避難特性 

4. 発達段階とリスク① ： 教育と子供の安全 - 保護者のリスク認知と受容 

5. 発達段階とリスク② ： 青年期とキャリア形成期のリスク・労災（大学生アルバイト） 

6. 発達段階とリスク③ ： 高齢者の事故と周辺の認識について 

7. 組織・企業のリスク ： 組織文化と集団浅慮、リスク・マネジメント 

8. 社会・企業の抱える様々なリスク① ： 企業の信頼回復とリスク認知 

9. 社会・企業の抱える様々なリスク② ： ダイバーシティと災害に強いまちづくり 

10. リスク・コミュニケーション① ： 高信頼性産業と周辺住民の説得 

11. リスク・コミュニケーション② ： 感情労働・クレーム対応  クレーマーの心理と対応 

12. リスク・コミュニケーション③ ： マスメディアの情報提供と住民のリスク認知、行政のありかた 

13. あらためてリスクを評価する：研究手法の確認と実践 

14. まとめと復習 ： リスクとバランス、つきあいかた 

 

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

リスク認知およびリスク・コミュニケーションに関する文献を精読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(80%)/出席および授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて資料を配付する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 芳賀繁、2012、『事故がなくならない理由 安全対策の落とし穴』、PHP新書 (B009SODM22) 

2. 中谷内一也、2006、『リスクのモノサシ』、NHKブックス (ISBN-10: 4140910631) 

3. 中谷内一也、2008、『安全。でも、安心できない…―信頼をめぐる心理学』、ちくま新書 (ISBN-10: 4480064494) 

4. 岡本浩一、1992、『リスク心理学入門～ ヒューマン・エラーとリスク・イメージ ～』、サイエンス社 (ISBN:ISBN 978-4-7819-

0671-3) 

5. 木下富雄、2016、『リスク・コミュニケーションの思想と技術：共考と信頼の技法』、ナカニシヤ出版 (ISBN-10: 4779511011) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM443 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM443／言語心理学（学習・言語心理学） 

(Psychology of Language (Psychology of Learning & Language)) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語処理のしくみについての心理学的知識を身につける。さらにそれに基づいて、日常生活における言語的コミュニケーションを

よりよいものにするためにはどうしたらよいかを考えられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

言葉を読む、聞く、理解する。これらは人間が日常的に何気なく行っていることだが、そのしくみは複雑であり、記憶や思考など他

の認知処理とも深く関わり合う。このような言語を操るしくみについて、認知心理学や言語心理学を中心に、発達心理学、認知神

経科学などの関連分野の知見も交えながら概説する。具体的には、言語処理の基礎メカニズム、言語（母語、外国語）習得のメ

カニズム、言語使用によって人間の行動や認知がどのように変化しうるか、言語機能の障害などの話題を扱う。言語処理の仕組

みを知ることは、よりよい言語的コミュニケーションや言語学習、およびそれらの支援のありかたについての理解にも繋がるはず

である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション： 本講義の目的と概要 

2. 概念・知識と言語 

3. 読みの認知処理１： 単語認知と心的辞書 

4. 読みの認知処理２： 文・文章の理解 

5. 読みの認知処理３： トップダウン処理とボトムアップ処理 

6. 言語と記憶 

7. 言語と思考 

8. 外国語の習得 

9. 言語能力の発達１： 言語を操るための基盤 

10. 言語能力の発達２： 子どもの言語習得 

11. 言語の脳内処理メカニズム 

12. 言語障害１： 失語症 

13. 言語障害２： ディスレクシア（発達性読み書き障害） 

14. まとめ： よりよい言語的コミュニケーションのためには 

 

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

予習および復習として、前回までの授業資料やノートに目を通し、理解を深め、知識の定着を図る。後のほうの回の授業は、それ

以前の授業で学んだ内容に積み重ねる形で行われるため、復習がそのまま次の授業内容の予習にもなる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/出席およびリアクションペーパーの提出(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは指定しない。授業は配付資料を用いて行う。 

 

参考文献（Readings） 

1. 海保博之 監修／針生悦子 編、2006、『言語心理学（朝倉心理学講座 5）』、朝倉書店 (ISBN:978-4-254-52665-3) 

2. 福田由紀 編、2012、『言語心理学入門： 言語力を育てる』、培風館 (ISBN:978-4-563-05231-7) 

ここに挙げた他にも、適宜授業内で参考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM444 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM444／神経心理学（神経・生理心理学） 

(Neuropsychology (Neuro- & Physiological Psychology)) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 浩太(SUZUKI KOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

脳と行動との関係について、脳損傷等を扱った臨床研究や正常脳における実験例を通して理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

脳の活動が観察可能な行動としてどのようにあらわれているかを説明する。臨床神経心理の観点からは脳に病変のある症例を

通して、実験神経心理の観点からは正常脳に対する実験的研究を基に、イラストや動画を用いて説明する。はじめに、脳神経系

の構造及び機能について、脳・神経系の各部位の役割を概観する。次に、記憶、感情等の生理学的反応の機序について、情動・

学習・睡眠といった重要なトピックをとりあげ説明する。次に、高次脳機能障害の概要について、脳機能の特異性が示唆されてい

る発達障害や精神疾患について治療へのアプローチも含めて紹介する。最後に脳機能を可視化する技術についてデモンストレ

ーションを通して視覚的に体験してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 神経心理学とは 

2. 脳・神経系の概要 

3. 大脳皮質 

4. 大脳辺縁系・大脳基底核 

5. 間脳・脳幹・小脳 

6. 情動 

7. 記憶と学習 

8. 睡眠 

9. 発達障害 1 

10. 発達障害 2 

11. 発達障害 3 

12. 精神疾患 1 

13. 精神疾患 2 

14. 脳活動の可視化 

 

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

授業内で紹介する参考文献を予習あるいは復習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)(70%)/出席及び授業への取り組み(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

指定しない。配布資料をもとに授業を進める。 

 

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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■HM445 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM445／障害者・障害児心理学 

(Psychology for Adults & Children with Disabilities) 

担当者名 

（Instructor） 
榎本 拓哉(ENOMOTO TAKUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①身体障害，知的障害および精神障害の概要を生理，機能，心理の 3 側面より理解する。 

②障害者・障害児の心理社会的課題および望まれる支援方略を熟知する。 

③共生社会を実現する意義，達成するための要因についての視座を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

昨今，様々な理由から社会参加を制限されていた少数者が十分に活躍できる『共生社会』の達成が大きなトピックスとして取り上

げられている。その中で，障害児者と言われていた少数者を取り巻く状況も大きく変わろうとしている。そこで本授業では，「障害と

は何か？」という根底的な疑問からスタートし，各障害の概要について 1）生理的側面，2）機能的側面，3）心理・社会的側面の 3

領域から理解していく。そして，必要とされる対人援助方略（心理的サポート，環境的サポート）を学ぶ。そこから，共生社会を達

成する意義・達成するために求められる条件について，受講生全員がより洞察を深めていくことを授業の最終目標とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義についてのガイダンス 

2. 【障害とは何か？】障害の区分・法整備など 

3. 身体障害①：【視覚障害】概要および教育・心理社会的支援 

4. 身体障害②：【聴覚障害】概要および教育・心理社会的支援 

5. 身体障害③：【肢体・病弱・重複障害】概要および教育・心理社会的支援 

6. 精神障害①：【統合失調症】概要および医療・心理社会的支援 

7. 精神障害②：【うつ・双極性障害】概要および医療・心理社会的支援 

8. 精神障害③：【その他の精神疾患・障害】 

9. 知的・発達の障害①：【知的障害】概要および教育・心理社会的支援 

10. 知的・発達の障害②：【自閉症スペクトラム】概要および教育・心理社会的支援 

11. 知的・発達の障害③：【注意欠陥多動性障害】概要および教育・心理社会的支援 

12. 知的・発達の障害④：【LD および学校適応上の問題】概要および教育・心理社会的支援 

13. 障害者の社会参加・地域生活の支援と課題について 

14. 【総括】これからの障害児者支援の展望と課題 

 

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，毎講義終了後に別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義ごとのリアクションペーパー(20%)/授業への参加状況(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

各授業でプリントを配布し，テキストとして使用する 

 

参考文献（Readings） 

各授業後，扱ったトピックスについての推薦図書を紹介する予定である。 

深く学びたい受講生は講読を勧める。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

主にパワーポイントと配布プリントを使用した講義形態で授業を行う。 

講義内容に応じて，視覚教材（VTR など）を併用する。また，各障害の疑似体験プログラムなどを用いたアクティブ・ラーニングも

予定している（受講者数に応じて内容を選定する）。 

視覚教材の補助（字幕等）については，初回授業時に受講生全体へヒアリングを行う予定である。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM446 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM446／心理学的支援法 

(Methods of Psychological Support) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学的支援法の概要と倫理 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学的支援法の様々な理論や技法の入門的な知識を身につける。人間についての理解を深め、日常の対人関係に役立つ知

識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学的支援法の倫理、プライバシーへの配慮について学ぶ。代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適

応及び限界について学ぶ。理論や技法について、公刊されている事例や映像教材を用いて学ぶ。学派を超えた広い視野で心理

療法の全体を相対的に見る視点を身につける。訪問による支援や地域支援の意義について学ぶ。良好な人間関係を築くための

コミュニケーションの方法について学ぶ。心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援について学ぶ。心の健康教育につ

いて学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理療法の倫理について、基本的な考え方を学ぶ。特にプライバシーの保護について学ぶ。基本テキストの紹介。 

2. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

ユング心理学 

3. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

クライエント中心療法 

4. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

ゲシュタルト療法 

5. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

論理情動療法 

6. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

認知行動療法 

7. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

行動療法 

8. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

森田療法 

9. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

内観療法 

10. 代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史、概念、意義、適応及び限界 

箱庭療法 

11. 訪問による支援や地域支援の意義 

12. 良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法 

13. 心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援 

14. 心の健康教育 

 

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

予習として、授業で紹介するテキストを読む。復習として、参考文献として紹介するテキストを読む。 

 

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） 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 105 - 

■HM447 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM447／健康・医療心理学 

(Health & Medical Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 さやか(SATO SAYAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本科目は公認心理師対応カリキュラムである。実践心理学領域の中でも、人の心の健康と疾病・障害に関連する分野を扱う。特

に①ストレスと心身の疾病との関係、②医療現場における心理社会的課題及び必要な支援、③保健活動が行われている現場に

おける心理社会的課題及び必要な支援、④災害時等に必要な心理に関する支援について焦点を当て、将来心理職として活動す

る際に十分な理解が得られることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

行動療法・認知行動療法の立場から、予防から疾病の治療、リハビリテーションまで、保健および医療領域のメンタルヘルスに関

する諸問題を取り上げる。聴講するものが将来心理職として活動することを前提に、実践に関しては可能な限り最新の取り組み

を盛り込んだ内容とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 健康・医療心理学とは 

2. 健康・医療心理学の基礎理論① ストレスと心身の疾病との関係 

3. 健康・医療心理学の基礎理論② 学習理論および行動療法/認知行動療法 

4. 心理職が行うアセスメント～ケースフォーミュレーションと心理検査～ 

5. 感情障害（うつ病）の概要とその支援 

6. 不安障害の概要とその支援 

7. 統合失調症をはじめとする精神病圏の疾患の概要とその支援 

8. 発達障害の概要とその支援 

9. 小まとめ 

10. 産業領域における心理社会的課題及び必要な支援 

11. 母子保健活動における心理社会的課題及び必要な支援 

12. 高齢者領域における心理社会的課題及び必要な支援 

13. 災害時等に必要な心理に関する支援 

14. 健康・医療心理学領域で心理職が活動していくための課題 

 

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

講義資料は Blackboardにてできる限りダウンロード可能としますので、復習等に役立ててください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出欠状況(10%)/講義への参加態度(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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■HM448 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM448／福祉心理学 

(Psychology for Social Welfare) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
福祉領域における臨床心理学 

担当者名 

（Instructor） 
高田 治(TAKADA OSAMU) 

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） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

福祉領域における心理援助について学ぶ。特に、どのような援助対象者であり、どのようなニーズがあるのかについて、現場の

感覚に触れ、考える、 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会福祉とは何かというところから始め、様々な福祉領域を概観し、福祉現場において生じる問題及びその背景、そして、心理社

会的課題及び必要な支援について考える。その後、児童虐待問題で注目される児童福祉施設における心理援助を例に具体的

に実践について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 福祉とは何か、社会福祉政策 

2. 福祉現場にて生じる問題について 

3. 福祉現場で生じる心理社会的課題と支援について 

4. 支援を受ける人たちの心持を考える。当事者の思いを想像してグループで議論してみる。 

5. 支援を受ける人たちの心の支援を考える。グループ討議を行う。 

6. 障碍者支援の領域（就労支援を主に）について考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

7. 介護支援（高齢者など）について考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

8. 生活保護について考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

9. 子育て支援、保育領域について考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

10. 児童福祉領域についてについて考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

11. 虐待問題について 

12. 児童心理治療施設の実際をﾋﾞﾃﾞｵで学ぶ 

13. 児童福祉施設における心理援助の実際について考える。質疑応答ののちグループ討議の予定。 

14. 事例から学ぶ、議論と質疑応答 

15. まとめ 

 

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

テキストに目を通してくること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の発言(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 小畑文也（編）、2017、『福祉心理学』、北大路書店 (ISBN:ISBN978-4-7628-3005-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 滝川一廣他編、2016、『心を育む生活』、東京大学出版会 (ISBN-10: 4130111426) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

１１月２日（金）・５日（月）・６日（火） 各１～５時限 
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■HM449 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM449／学校心理学（教育・学校心理学） 

(School Psychology (Educational & School Psychology)) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学校心理学の視点から、児童生徒の成長・発達を目的とした援助のあり方について考える。児童生徒を支えている学校コミュニ

ティに対する理解を深め、学校における諸問題に対する理解や対応、教職員との連携や協働について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①教育現場において生じる問題及びその背景について理解し、②教育現場における心理社会的課題及び必要な支援について

学ぶ。学校心理学に基づく心理教育的援助サービスについて講義し、教育相談やスクールカウンセリングなどの実践を行う際に

必要となる理論や介入方法を紹介する。ワークなどを通じて学校における問題や課題、援助に関する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 学校心理学とは 

3. 学校をめぐる現状：問題の理解とニーズの把握① 

4. 学校をめぐる現状：問題の理解とニーズの把握② 

5. 学校における心理教育的援助サービス① 

6. 学校における心理教育的援助サービス② 

7. 学校コミュニティの理解①学校組織 

8. 学校コミュニティの理解②教職員とのかかわり 

9. 児童生徒に対する支援 

10. コンサルテーションとチーム援助 

11. さまざまな実践① 

12. さまざまな実践② 

13. さまざまな実践③ 

14. まとめ 

 

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

授業において配布される資料等を読み、提示された課題に取り組むこと。また学校における最近の問題や課題に関心を持ち、自

分なりの問題意識をもって授業を受けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テストもしくは最終レポート(40%)/授業内・外課題および小レポート(30%)/ワーク・ディスカッション・発表への取り組み(30%) 

授業において実施予定の個人ワーク・グループワーク、ディスカッション、発表などへの主体的・積極的な参加が求められる。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 石隈利紀、1999、『学校心理学』、誠信書房 (ISBN:978-4414301496) 

2. 黒沢幸子・森俊夫・元永拓郎、2013、『明解！スクールカウンセリング 読んですっきり理解編』、金子書房 (ISBN:978-4-7608-

2645-2) 

3. 伊藤美奈子・相馬誠一編著、2010、『グラフィック 学校臨床心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1257-8) 

4. 伊藤美奈子・平野直己編、2003、『学校臨床心理学・入門 スクールカウンセラーによる実践の知恵』、有斐閣 (ISBN:4-641-

12200-8) 

5. 小林正幸・橋本創一・松尾直博編、2008、『教師のための学校カウンセリング』、有斐閣 (ISBN:978-4-641-12359-5) 

6. 学校心理学会、2016、『学校心理学ハンドブック第 2 版』、教育出版 (ISBN:978-4-316-80312-8) 

その他、授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HM450 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM450／司法・犯罪心理学 

(Forensic & Criminal Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
越智 啓太(OCHI KEITA) 

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） 
PSY2420 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

司法犯罪心理学の基本的な概念、用語を理解し、主要な犯罪についてその犯人の行動や動機について解説することが出来るよ

うになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、司法犯罪心理学の概要とその応用、現在の論点などに関して解説する。とくに犯罪の罪種（家事事件含む）ごとに

犯行の特徴や動機、心理的な特徴、捜査手法、プロファイリングなどについて検討するが、それと同時に犯罪原因や防犯、日本

の司法システムの現状や問題点などについてもできるだけ広く取り上げる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション、犯罪心理学とはなにか、犯罪心理学の研究分野、犯罪心理学の基本的研究方法 

2. 殺人 殺人事件の特徴、イメージと実際の違い、司法統計の見方 

3. 連続殺人（１） 連続殺人の概念、プロファイリング、犯人のタイポロジ－ 

4. 連続殺人（２） 連続殺人犯人の行動パターンの特徴 

5. 女性の連続殺人（１）黒い未亡人型と死の天使型 

6. 女性の連続殺人（２）代理によるミュンヒハウゼン症候群と虐待殺人 

7. 大量殺人（１）大量殺人における犯人の行動パターン 

8. 大量殺人（２）大量殺人犯人の特徴と防犯 

9. テロリズム（１）政治テロリズム 

10. テロリズム（２）宗教テロリズム、最近のテロの特徴 

11. 子どもに対する性犯罪 犯人の行動パターンと特性、防犯 

12. 家事事件（１）ドメスティックバイオレンス、デートバイオレンス 

13. 家事事件（２）虐待、離婚と家事事件に対する司法心理学的な対応及び支援 

14. ストーキング ストーキング犯人の特徴と行動パターン 

15. 非行 非行の原因と現状、非行に対する司法心理学的な対応及び支援 

 

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

集中講義であるので、受講前に必ずテキスト（１、あるいは３）を入手して、その内容を読んでくること。毎日授業終了時に、翌日ま

でに読んでくる資料などについて伝達するので、それにしたがって予復習をしてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/平常点（リアクションペーパー）(60%) 

成績評価方法・基準訂正：2018年 4 月 19 日記載訂正による 変更前：筆記試験 90％ 平常点 10％（リアクションペーパー） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 越智啓太、2013、『ケースで学ぶ犯罪心理学』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2815-7) 

2. 越智啓太、2012、『progress and application 犯罪心理学』、サイエンス社 (ISBN:978-4-7819-1299-8) 

3. 越智啓太、2015、『ワードマップ犯罪捜査の心理学』、新曜社 (ISBN:978-4788514416) 

 

参考文献（Readings） 

1. 越智啓太・桐生正幸、2017、『テキスト 司法犯罪心理学』、北大路書房 (ISBN:978-4-7628-2975-8) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は講義形式で行う。学生によるプレゼンテーションやディスカッションは行わないが、学生にコメントを求めることはある。 

 

資料は基本的にパワーポイントで呈示する。授業コメント，質問については適宜、授業中に回答する。 

 

扱う内容上、授業内容は一部不快な内容を伴う可能性があります。そのため、選択に当たっては各自の進路や適性を考慮の

上、自己の責任で履修すること。 
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授業内容やパワーポイントについて撮影や録音を禁止します。また、SNS上にアップすることも禁止します。これに違反した場合

は、減点あるいは、単位を与えないことがありますので、留意すること。授業の主要な内容はテキストに記載してあります。 

 

注意事項（Notice） 

８月１日（水）・２日（木）・３日（金） 各１～５時限 
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■HM451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM451／人体の構造と機能及び疾病 

(Human Body Structure, Function & Diseases) 

担当者名 

（Instructor） 
市倉 加奈子(ICHIKURA KANAKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、身体機能および人体構造について解剖・生理学的な観点から学習し、様々な疾病や障害の成り立ちを理解すること

を目指す。また、がん、心臓病、生活習慣病、難病など、身体疾患に罹患した患者の心理状態について学び、その支援や政策を

考える力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人の健康、発達と加齢、身体の仕組み、疾病や障害の成り立ち、治療とリハビリテーション、緩和ケア、保健医療政策、など医学

一般について講義する。知識を身につけるだけでなく、グループディスカッションやワークを通して、心理臨床に携わる者が身体と

心をどのように理解すれば良いのか、議論していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 人の健康 

3. 人体部位と各器官 

4. 脳の構造と機能 

5. 悪性新生物 

6. 循環器疾患 

7. 生活習慣病 

8. 精神疾患 

9. 心身症 

10. 障害とリハビリテーション 

11. 発達と加齢 

12. 緩和ケア 

13. 日本の保健医療政策 

14. 講義のまとめ 

 

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） 

最終テスト(Final Test)(40%)/リアクションペーパー(30%)/授業内に指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特定の教科書はなし。適宜、必要な資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

参考となる文献については、講義時間内に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM452／精神疾患とその治療 

(Psychiatric Disorders & Treatments) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
～やさしく学ぼう『脳とこころ』～ 

担当者名 

（Instructor） 
池田 健(IKEDA 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） 
PSY2520 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神医学全般について理解を深める。精神医学と心理学の関連性、精神科医療の現場において心理士の果たす役割について

も学ぶ。サブタイトルの示す通り、難解な理論や用語だけではなく『脳や心とは何か？』『精神医学など学んで本当に役に立つの

か？』という素朴な疑問に関しても触れる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

下記①～③に関して、講義を進める中で触れ、臨床現場の実際を講義や質疑応答形式で学ぶ。 

①精神疾患総論（代表的な精神疾患についての成因・症状・診断法・治療法・経過・本人や家族への支援など） 

②向精神薬をはじめ薬剤による心身の変化 

③医療機関との連携  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神医学とは何か。精神医学と心理学の接点について 

2. 乳幼児期、学童期の精神疾患～その１～ 

3. 乳幼児期、学童期の精神疾患～その２～ 

体験実習：『自閉スペクトラム症（広汎性発達障がい）の方のストレスを体感する』 

4. 依存症、中毒性疾患 

5. 統合失調症～その１～ 

6. 統合失調症～その２～ 

体験実習：『心理検査を集団体験し、その意義と簡単な解析法について学ぶ』 

7. 気分障がい～その１～ 

8. 気分障がい～その２～ 

9. 神経症関連疾患 

10. パーソナリティ障がい 

11. 高齢者の精神疾患～その１～ 

体験実習：『高齢者の心理療法を模擬体験する』 

12. 高齢者の精神疾患～その２～ 

13. 精神科や心療内科の上手な利用法（現場に携わる医師からの提言） 

～どんな悩みがある時に受診をするのか～ 

14. まとめ 

 

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

義務的に行う学習はない。ただし、事前にテキストを購入して目を通す、ＴＶやインターネット等を見るなどの方法で精神科全般に

興味を持つように心がけることが望ましい。 

また、シラバスに記した内容は、履修者の希望や積極性などにより随時変更することがある。このため、講義を進める過程で自主

的に知識を得て理解を深めることを希望する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池田健、2014、『臨床家のための精神医学ガイドブック』、金剛出版 (ISBN:9784772413916) 

2. 池田健・小阪憲司、2017、『専門医が語る認知症ガイドブック』、金剛出版 (ISBN:9784772415590) 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田重治、1994、『続図説臨床精神分析学』、誠信書房 (ISBN:4414401704) 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM521 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM521／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学，教育心理学の領域で卒業論文を作成するための研究指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を作成するために必要な手順（問題意識の明確化，テーマの設定，文献検索，研究法の選定・習得，データの収集・解

析，論文執筆の方法等）について指導，助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導演習 1-① 

2. 指導演習 1-② 

3. 指導演習 1-③ 

4. 指導演習 1-④ 

5. 指導演習 1-⑤ 

6. 指導演習 1-⑥ 

7. 指導演習 1-⑦ 

8. 指導演習 1-⑧ 

9. 指導演習 1-⑨ 

10. 指導演習 1-⑩ 

11. 指導演習 1-⑪ 

12. 指導演習 1-⑫ 

13. 指導演習 1-⑬ 

14. 指導演習 1-⑭ 

 

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

発達心理学を履修していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文作成への取り組み(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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■HM522 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM522／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学（おもに行動療法，認知行動療法），健康心理学などの領域を研究テーマとする学生を対象に，各自で立案した研究

計画に沿って，実際に心理学実験・調査を行っていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

研究テーマに関連した先行研究などを参考に，研究の実施計画（研究目的，仮説，対象者，研究方法など）を立案していく。実施

計画の立案に際しては，研究計画や実験ツールをプレゼンテーションし，集団形式でディスカッションを繰り返す。そのような過程

によって作成された実施計画に基づいて，心理学実験・調査を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 心理学演習 B２の振り返り 

2. 各自の研究実施計画の発表と検討① 

3. 各自の研究実施計画の発表と検討② 

4. 各自の研究実施計画の発表と検討③ 

5. 研究で必要なツールの作成① 

6. 研究で必要なツールの作成② 

7. 予備調査・実験の実施① 

8. 予備調査・実験の実施② 

9. 予備調査・実験の実施③ 

10. 本調査・実験の実施と結果の整理① 

11. 本調査・実験の実施と結果の整理② 

12. 本調査・実験の実施と結果の整理③ 

13. 本調査・実験の実施と結果の整理④ 

14. まとめ 

 

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

講義外の時間に，関連文献の講読，計画の立案，計画書の執筆などを行うことが「予習」として必要です。さらに，実験調査の結

果を適切に整理するためには，これまでに学習した心理学研究法や心理統計の知識を「復習」することも必要です。また到達目

標を達成するためには，講義外の時間に指導教員や先輩と個別に相談したり，予備調査・実験の結果を整理する時間をとること

も必要となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度および討論への参加(30%)/課題の提出状況と内容(35%)/研究計画の作成・実施状況(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

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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■HM523 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM523／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域での卒業論文執筆

のための研究（卒業研究）を遂行する。春学期の「卒業論文指導演習 1」では、文献調査や予備実験の実施を経て、本実験の準

備を完了することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業研究の（1 つめの）本実験の準備を完了させるための指導を行う。基本的に個別指導で進めるが、春学期中、初回ガイダン

スの他に 2～3 回受講者全員で集まり（全体演習）、途中経過の報告会をする。 

なお、秋学期の「卒業論文指導演習 2」の初回で行われる中間発表会までにその実験のデータ集めと解析を終え、中間発表会で

進捗報告をする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当教員との個別相談（1） 

3. 担当教員との個別相談（2） 

4. 担当教員との個別相談（3） 

5. 全体演習（1） 

6. 担当教員との個別相談（4） 

7. 担当教員との個別相談（5） 

8. 担当教員との個別相談（6） 

9. 担当教員との個別相談（7） 

10. 全体演習（2） 

11. 担当教員との個別相談（8） 

12. 担当教員との個別相談（9） 

13. 担当教員との個別相談（10） 

14. 全体演習（3） 

 

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

文献調査や実験準備、データ集め、分析などは授業時間外にも行う必要があると考えられる。特に、秋学期「卒業論文指導演習

2」の初回で行われる中間発表会までにその実験のデータ集めと解析、プレゼンテーションの準備を終える必要があるため、夏休

み中の一部の時間もこれらの作業に充てることになる可能性が高い。必要に応じ、授業時間外にも担当教員との個別相談を行

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業研究の計画・実施(60%)/全体演習での経過報告(30%)/個別相談や全体演習での積極的な議論(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

研究内容に応じて個別に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は本来、3 年次の「心理学演習」の内容に積み重ねる形で行われるべきものであるが、昨年度（2017 年度）は浅野が

「心理学演習」を担当していなかったため、今年度（2018 年度）はそのようにすることが難しい。そのため、この授業を履修しようと

する場合は、必ず事前に浅野 asano@rikkyo.ac.jp に相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM524 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM524／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
藪垣 将(YABUGAKI SHO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学の領域（家族心理学・家族療法など）で研究を行い、卒業論文を作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を作成するため、各自研究計画（研究目的、リサーチクエスチョン、調査協力者の選定、データ収集方法および分析方

法、年間スケジュール）を作成し、全体発表、検討を行う。教員との個別による研究指導のほか、定期的に研究の進捗状況のプ

レゼンテーション報告を行い、全体で議論・検討を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 研究計画の発表と全体での検討① 

3. 研究計画の発表と全体での検討② 

4. 研究計画の発表と全体での検討③ 

5. 卒業研究指導① 

6. 卒業研究指導② 

7. 卒業研究指導③ 

8. 卒業研究指導④ 

9. 卒業研究指導⑤ 

10. 卒業研究指導⑥ 

11. 卒業研究指導⑦ 

12. 進捗状況の報告と全体での検討① 

13. 進捗状況の報告と全体での検討② 

14. 進捗状況の報告と全体での検討③ 

 

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

自身の研究テーマに関連する先行研究の講読を進め、その領域の研究の流れを掴む。そして作成した研究計画に基づいて、予

備調査・実験の実施、および結果を整理する。また、積極的に指導教員などに進捗状況報告や相談を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文(研究)への取り組み(80%)/授業内の議論の参加の様子(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM525 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM525／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習・行動領域の卒業論文を指導する 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習や行動に関するテーマで卒業論文を作成しようとする学生が，研究行為に含まれる行動群を獲得することをこの授業の目標

とする。すなわち研究の着想，先行研究の調査，研究の計画・準備・実施，データ分析，研究報告・論文作成などからなる一連の

行動を，教員の支援を受けつつ遂行できる力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実験的行動分析の諸テーマについて研究と論文作成の指導をおこなう。卒業論文指導演習 1 では研究の指導に重点を置く。個

別指導を基本とする。履修者全員でおこなうものとしては，各自のテーマに関連する論文の抄読とデータミーティング（進捗状況

報告）がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. データミーティング・論文抄読（1） 

3. データミーティング・論文抄読（2） 

4. データミーティング・論文抄読（3） 

5. データミーティング・論文抄読（4） 

6. データミーティング・論文抄読（5） 

7. データミーティング・論文抄読（6） 

8. データミーティング・論文抄読（7） 

9. データミーティング・論文抄読（8） 

10. データミーティング・論文抄読（9） 

11. データミーティング・論文抄読（10） 

12. データミーティング・論文抄読（11） 

13. 中間報告（1） 

14. 中間報告（2） 

 

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。また必要に応じてメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/研究遂行(25%)/進捗報告(25%)/関連論文の報告(25%) 

卒業論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:9784414301830) 

2. 上田恵介ほか編、2013、『行動生物学辞典』、東京化学同人 (ISBN:9784807908370) 

その他，各自のテーマに即して随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM526 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM526／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
都築 誉史(TSUZUKI 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「心理学演習 F」の成果をふまえ，広義の社会心理（消費者行動，情報行動など），応用認知心理，高次認知過程に関連した研究

テーマで卒業論文を作成する学生に，研究指導と論文作成指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「心理学演習 F」の成果をもとに，卒業論文テーマの精緻化を支援し，実験・調査の準備と実施について指導を行う。その過程

で，個別に関連した参考文献を教示するとともに，履修者自身による文献検索と学習を支援する。 

卒業論文の研究テーマは「心理学演習 F」と同じく，消費者行動と購買意思決定，人間の情報行動とインターネット利用，高次認

知過程（記憶，知識，言語理解，言語生成，問題解決，推論，意思決定）など，現代社会で最近，関心が高まっている社会心理

学・認知心理学の研究領域を想定している。 

履修者に対して，先行研究の理解と展望，独自視点の付与，研究計画の立案，実験・調査の準備と実施，統計ソフトによるデー

タ解析，結果の考察・討論，卒業論文としてのまとめ方などを指導する。 

定期的に履修者全員によって，研究経過発表と討論を予定している。 

調査・実験を，春学期中に終了できるよう指導する。授業時間以外にも，個別に研究指導を積極的に実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 研究の進め方(1) 

3. 研究の進め方(2) 

4. 履修者による報告と研究指導(1) 

5. 履修者による報告と研究指導(2) 

6. 履修者による報告と研究指導(3) 

7. 履修者による報告と研究指導(4) 

8. 履修者による報告と研究指導(5) 

9. 履修者による報告と研究指導(6) 

10. 履修者による報告と研究指導(7) 

11. 履修者による報告と研究指導(8) 

12. 履修者による報告と研究指導(9) 

13. 履修者による報告と研究指導(10) 

14. 履修者による報告と研究指導(11) 

 

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） 

研究の計画(30%)/研究の遂行(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

研究指導の中で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ゼミのホームページ 

http://www2.rikkyo.ac.jp/web/tsuzukisemi/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HM527 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM527／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学分野の卒業研究を指導する。春学期は，文献レビューと予備実験／予備調査を実

施し，本実験／調査の準備を完了することを目標にする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的に個別単位、グループ単位での指導で進めてゆく。各自、各グループの途中経過を適宜オンラインで共有し、情報共有を

図り、論文作成に関する知識、技量の向上に努める。可能な人は、研究１を終了させて、その部分を記述し、論文にまとめてい

く。そのようにして、後期の研究２につなげてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究テーマの相談１ 

2. 研究テーマの相談２ 

3. 文献レビュー１ 

4. 文献レビュー２ 

5. 文献レビュー３ 

6. 文献レビュー４ 

7. 研究計画の相談１ 

8. 研究計画の相談２ 

9. 研究計画の相談３ 

10. 研究計画の相談４ 

11. 予備実験／予備調査１ 

12. 予備実験／予備調査２ 

13. 予備実験／予備調査３ 

14. 予備実験／予備調査４ 

 

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

３年次に心理学演習Ｇ1 およびＧ2 を履修済みであることが望ましい。そうでない場合は履修登録前に必ず授業担当教員に面会

し，準備学習について指導を受けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の研究内容に応じて適宜紹介してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM528 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM528／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 正和(IDE MASAKAZU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学に関連するテーマについて，卒業論文を作成するための研究指導

を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学（脳機能計測も含む）に関連する研究テーマで卒業研究を実施する

学生に，実験の実施と論文作成の指導を行う。研究の内容については，心理学演習（3 年次）の活動をもとに決定する。また，履

修者全員で，定期的に実験の進捗状況や収集したデータなどについてプレゼンテーション形式で発表を行い，議論・討論をする

機会を設ける。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 教員との個別相談（１）  

3. 教員との個別相談（２）  

4. 教員との個別相談（３）  

5. 全体演習（１）  

6. 教員との個別相談（４）  

7. 教員との個別相談（５）  

8. 教員との個別相談（６）  

9. 全体演習（２）  

10. 教員との個別相談（７）  

11. 教員との個別相談（８）  

12. 教員との個別相談（９）  

13. 全体演習（３）  

14. 全体演習（４）  

 

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

心理学演習（3 年次）に行った研究発表の内容を踏まえて，演習に臨むこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業研究の計画・実施(60%)/経過報告(20%)/個別・全体討論(20%) 

 

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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■HM529 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM529／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成および加筆修正の過程を通じて，観察法による心理学研究の進め方を体験的に学び，得られた知見を今後の

課題解決に役立てられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の作成および加筆修正に関する演習を進める。また卒業論文の内容をポスターにまとめ，これを要領よく発表するスキ

ルを高める。春学期には，研究倫理申請書を作成した上で、目的と方法の作成および加筆修正を行い，卒業論文の全体像を明

らかにする。加えて，最終授業日までに「卒業研究概要」をまとめ（抄録原稿を提出），夏季ゼミ合宿においてポスター発表を行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（計画・課題・合宿など） 

2. 卒論の構成（テキストⅠ－１～２，Ⅶ－１～３） 

3. 討論の方法（テキストⅡ－７～12） 

4. ポスター発表①（パイロット研究の結果まで） 

5. ポスター発表②（パイロット研究の結果まで） 

6. ポスター発表③（パイロット研究の結果まで） 

7. 研究の方法（テキストⅧ－１～３） 

8. 研究の方法（テキストⅧ－４～６） 

9. 分析の方法（テキストⅣ－１～５） 

10. 分析の方法（テキストⅣ－６～９） 

11. 執筆の方法（テキストⅢ－７～11） 

12. 卒業論文中間報告・ポスター発表① 

13. 卒業論文中間報告・ポスター発表② 

14. 卒業論文中間報告・ポスター発表③（抄録原稿を提出） 

 

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

１．卒業論文中間報告の資料を決められたフォーマットで作成すること 

２．卒業論文中間報告（夏季ゼミ合宿時）のポスターを作成すること 

３．卒業論文中間報告（夏季ゼミ合宿時）の抄録原稿を作成すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な授業参加(30%)/課題提出(40%)/課題発表・質疑応答(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方［第２版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623065721) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は、演習時に配布する 

２．発表に対しては，演習時にフィードバックを行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM530 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM530／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学に関連する研究テーマについて、各自の研究計画に基づいて調査を実施し、卒業論文を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究計画に基づいて、本調査の準備を行い実施する。データ分析と結果の整理を行い、中間発表に向けて準備を行う。

進捗状況について発表を行い、ディスカッションを通して、理解を深める。並行してコミュニティ心理学の文献や各自の研究テーマ

に関する文献研究を行い、卒業論文を執筆する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 本調査の準備と実施① 

3. 本調査の準備と実施② 

4. 本調査の準備と実施③ 

5. 本調査の準備と実施④ 

6. 本調査の準備と実施⑤ 

7. データ分析の進め方 

8. データ分析と結果の整理① 

9. データ分析と結果の整理② 

10. データ分析と結果の整理③ 

11. データ分析と結果の整理④ 

12. データ分析と結果の整理⑤ 

13. 中間発表およびディスカッション① 

14. 中間発表およびディスカッション② 

 

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

調査やデータ分析、それらに伴う準備については、時間外に実施することが必要となる。また発表準備を行うことも必要である。

加えて文献研究および論文の執筆を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒論への取り組み(70%)/授業への参加態度とディスカッションへの参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

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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■HM531 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM531／卒業論文指導演習１ 

(Seminar on Thesis Writing 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学、アタッチメント理論、精神分析的精神療法に関する研究を行う。自分の問題意識を深める。心理学についてのこれ

までの学びを研究として結実させる作業を通じて、客観的な物の見方や幅広い視野を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文作成の指導、助言を行う。自分の問題関心を深め、研究テーマとして形にするために、議論する。先行研究を調べてオ

リジナリティのある研究、さらに意義のある研究となるように検討を進める。 

研究方法についての実現可能性および研究の倫理を考慮しつつ研究を進める。 

演習における議論を通じて、様々な方法論について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業研究指導 1 

2. 卒業研究指導２ 

3. 卒業研究指導 3 

4. 卒業研究指導 4 

5. 卒業研究指導 5 

6. 卒業研究指導 6 

7. 卒業研究指導 7 

8. 卒業研究指導 8 

9. 卒業研究指導 9 

10. 卒業研究指導 10 

11. 卒業研究指導 11 

12. 卒業研究指導 12 

13. 卒業研究指導 13 

14. 卒業研究指導 14 

 

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

クリティカルシンキング研究論文編を読み直し、研究の基本を確認する。問題関心に関する論文を図書館などで探して読み込

む。実際に予備調査など、研究の作業を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への積極的な取り組み(80%)/議論への積極的な参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. メルツオフ、2005、『クリティカルシンキング研究論文編』、北大路書房 (ISBN:4-7628-2459-3) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM541 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

発達心理学，教育心理学の領域で卒業論文を作成するための研究指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文を作成するために必要な手順（問題意識の明確化，テーマの設定，文献検索，研究法の選定・習得，データの収集・解

析，論文執筆の方法等）について指導，助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導演習 2-① 

2. 指導演習 2-② 

3. 指導演習 2-③ 

4. 指導演習 2-④ 

5. 指導演習 2-⑤ 

6. 指導演習 2-⑥ 

7. 指導演習 2-⑦ 

8. 指導演習 2-⑧ 

9. 指導演習 2-⑨ 

10. 指導演習 2-⑩ 

11. 指導演習 2-⑪ 

12. 指導演習 2-⑫ 

13. 指導演習 2-⑬ 

14. 指導演習 2-⑭ 

 

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

発達心理学を履修していること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文作成への取り組み(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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■HM542 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学（行動療法，認知行動療法），健康心理学などの領域で卒業論文を作成する者を対象に，各自が実施した研究結果

の整理と，卒業論文の作成を目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

科学的研究の基礎要件を満たした研究を実施し，データを適切な統計手法を用いて処理する。また科学的論文の基礎要件を満

たした，心理学研究の論文を作成していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自の研究結果の分析・記述① 

2. 各自の研究結果の分析・記述② 

3. 各自の研究結果の分析・記述③ 

4. 各自の研究結果の分析・記述④ 

5. ゼミ内中間発表会① 

6. ゼミ内中間発表会② 

7. 各自の研究結果の整理と考察① 

8. 各自の研究結果の整理と考察② 

9. 各自の研究結果の整理と考察③ 

10. 各自の研究成果報告と討論①（抄録を用いた討論） 

11. 各自の研究成果報告と討論②（抄録を用いた討論） 

12. 各自の研究成果報告と討論③（発表会資料の作成） 

13. ゼミ内最終プレゼンテーション① 

14. ゼミ内最終プレゼンテーション② 

 

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

研究論文を作成するにあたり，関連論文の精読，データの解析および記述などを，講義外の時間に自主的におこなうことが必要

である。また，到達目標を達成するためには，指導教員等への相談，添削やゼミ討論をうけて，論文を繰り返し修正する作業を行

っていく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

受講態度および討論への参加(30%)/研究計画の実施(30%)/研究結果の分析および論文作成への取り組み(40%) 

 

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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■HM543 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知心理学の、特に言語の認知処理や多感覚情報の結びつけ、注意、物体や情景の認知を中心とした領域での卒業論文執筆

のための研究（卒業研究）を遂行する。秋学期の「卒業論文指導演習 2」の目標は、卒業研究を完成させ、卒業論文にまとめるこ

とである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

秋学期の「卒業論文指導演習 2」は、春学期の「卒業論文指導演習 1」で準備をし、夏休みにかけて実施した実験についての報

告を行う中間発表会から始める。そこでの議論を踏まえ、その実験をさらに洗練させる、または追加の実験を行うなどして、卒業

研究を完成させる。また、卒業論文の執筆や、卒論発表会でのプレゼンテーションのための指導を行う。基本的に個別指導で進

めるが、初回の中間発表会の他に何回か受講者全員で集まり（全体演習）、途中経過の報告会をしたり、卒業論文の執筆のしか

たや卒論発表会に向けた準備についての全体指導を受けたりする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 中間発表会（春学期に実施した実験の結果報告） 

2. 担当教員との個別相談（1） 

3. 担当教員との個別相談（2） 

4. 担当教員との個別相談（3） 

5. 担当教員との個別相談（4） 

6. 担当教員との個別相談（5） 

7. 全体演習： 途中経過の報告会、卒業論文の執筆のしかたについての全体指導 

8. 担当教員との個別相談（6） 

9. 担当教員との個別相談（7） 

10. 担当教員との個別相談（8） 

11. 担当教員との個別相談（9） 

12. 担当教員との個別相談（10） 

13. 全体演習： 卒論発表の準備と練習（1） 

14. 全体演習： 卒論発表の準備と練習（2） 

 

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

進捗報告（中間発表会を含む）、実験の実施、データ解析、卒業論文執筆、卒論発表準備には、授業時間外の時間も充てる必要

が生じると考えられる。特に、初回の中間発表会に向けた準備には、（春学期と）夏休み中の時間を充てる必要があるだろう。必

要に応じ、授業時間外にも担当教員との個別相談を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業研究の計画・実施(70%)/中間発表会での発表(15%)/個別相談や中間発表会、全体演習での積極的な議論(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

研究内容に応じて個別に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は本来、3 年次の「心理学演習」の内容に積み重ねる形で行われるべきものであるが、昨年度（2017 年度）は浅野が

「心理学演習」を担当していなかったため、今年度（2018 年度）はそのようにすることが難しい。そのため、この授業を履修しようと

する場合は、必ず事前に浅野 asano@rikkyo.ac.jp に相談すること。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM544 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲子(YAMADA TETSUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学の領域（家族心理学・家族療法など）で研究を行い、卒業論文を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文指導演習 1 に引き続き、自身の研究計画に基づいて研究を進め、論文としてまとめるための指導を行う。教員との個別

による研究指導のほか、中間報告のプレゼンテーション発表、全体でのディスカッション・検討を経て、各自卒業論文を完成させ

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 中間報告：プレゼンテーション発表および全体での検討① 

3. 中間報告：プレゼンテーション発表および全体での検討② 

4. 中間報告：プレゼンテーション発表および全体での検討③ 

5. 卒業論文執筆指導① 

6. 卒業論文執筆指導② 

7. 卒業論文執筆指導③ 

8. 卒業論文執筆指導④ 

9. 卒業論文執筆指導⑤ 

10. 卒業論文執筆指導⑥ 

11. 卒業論文執筆指導⑦ 

12. 卒業論文執筆指導⑧ 

13. ゼミ内における卒業論文発表① 

14. ゼミ内における卒業論文発表② 

 

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

自身の研究計画に基づいて研究を進め、卒業論文の執筆を進めること。また、積極的に指導教員などに進捗状況報告や相談を

行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文執筆(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 129 - 

■HM545 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習・行動領域の卒業論文を指導する 

担当者名 

（Instructor） 
堀 耕治(HORI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学習や行動に関するテーマで卒業論文を作成しようとする学生が，研究行為に含まれる行動群を獲得することをこの授業の目標

とする。すなわち研究の着想，先行研究の調査，研究の計画・準備・実施，データ分析，研究報告・論文作成などからなる一連の

行動を，教員の支援を受けつつ遂行できる力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実験的行動分析の諸テーマについて研究と論文作成の指導をおこなう。卒業論文指導演習 2 では論文作成の指導に重点を置

く。個別指導を基本とする。履修者全員でおこなうものとしては，各自のテーマに関連する論文の抄読とデータミーティング（進捗

状況報告）がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. データミーティング・論文抄読（1） 

3. データミーティング・論文抄読（2） 

4. データミーティング・論文抄読（3） 

5. データミーティング・論文抄読（4） 

6. データミーティング・論文抄読（5） 

7. データミーティング・論文抄読（6） 

8. データミーティング・論文抄読（7） 

9. データミーティング・論文抄読（8） 

10. データミーティング・論文抄読（9） 

11. データミーティング・論文抄読（10） 

12. データミーティング・論文抄読（11） 

13. 最終報告（1） 

14. 最終報告（2） 

 

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。また必要に応じてメーリングリストや Blackboardで指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究計画(25%)/研究遂行(25%)/進捗報告(25%)/関連論文の報告(25%) 

卒業論文自体の評価とは独立に評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 廣中直行編、2011、『心理学研究法 3 学習・動機・情動』、誠信書房 (ISBN:9784414301830) 

2. 上田恵介ほか編、2013、『行動生物学辞典』、東京化学同人 (ISBN:9784807908370) 

その他，各自のテーマに即して随時紹介。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM547 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会心理学、産業・組織心理学、観光心理学分野の卒業研究を指導する。秋学期は実験・調査の実施、データ分析、論文のまと

めを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導を中心に授業を進める。実験・調査においては、大学院生と共同研究を実施することもある。途中経過の情報共有を図

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 予備実験／予備調査の結果の分析 

2. 本実験／本調査の計画 

3. 本実験／本調査の準備 

4. 本実験／本調査の準備 

5. 本実験／本調査の実施１ 

6. 本実験／本調査の実施２ 

7. 結果の分析と考察１ 

8. 結果の分析と考察２ 

9. 論文の執筆１ 

10. 論文の執筆２ 

11. 論文の執筆３ 

12. 論文の執筆４ 

13. 論文発表／卒論発表の準備と練習 1 

14. 論文発表／卒論発表の準備と練習２ 

 

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

(1) 卒業論文指導演習１を履修済みであること。 

(2) 秋学期授業開始までに予備実験または予備調査を実施しておくこと。 

(3) ある程度の結果が出た段階で、なるべく早く、まず卒業論文の抄録を書くこと。 

  その抄録を担当教員が添削をする。これによって、各自、各グループの研究の骨子を自身で明確に理解することができる。こ

の抄録から、各自の卒論の細かな記述に入っていく。抄録はなるべく早く、全員が必ず提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

研究内容に応じて適宜個別に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM548 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井手 正和(IDE 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文指導演習１に引き続き，知覚心理学，認知心理学（低次認知処理）および実験心理学に関連するテーマについて，卒業

論文を作成するための研究指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文指導演習１での活動内容をもとに，卒業研究を実施する学生に実験の実施と論文作成の指導を行う。また，履修者全

員で，定期的に実験の進捗状況や収集したデータなどについてプレゼンテーション形式で発表を行い，議論・討論をする機会を

設ける。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 教員との個別相談（１）  

3. 教員との個別相談（２）  

4. 教員との個別相談（３）  

5. 全体演習（１）  

6. 教員との個別相談（４）  

7. 教員との個別相談（５）  

8. 教員との個別相談（６）  

9. 全体演習（２）  

10. 教員との個別相談（７）  

11. 教員との個別相談（８）  

12. 教員との個別相談（９）  

13. 全体演習（３）  

14. 全体演習（４）  

 

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

卒業論文指導演習１で行った研究活動の内容を踏まえて，演習に臨むこと。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業研究の計画・実施(60%)/経過報告(20%)/個別・全体討論(20%) 

 

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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■HM549 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の作成および加筆修正の過程を通じて，観察法による心理学研究の進め方を体験的に学び，得られた知見を今後の

課題解決に役立てられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業論文の作成および加筆修正に関する演習を進める。また卒業論文の内容をポスターにまとめ，これを要領よく発表するスキ

ルを高める。秋学期には，研究計画に従ってデータの収集を行い，その整理と分析を行う。また結果と考察の作成および加筆修

正を行い，卒業論文を完成させる。加えて，研究成果を報告するための演習（抄録点検と，ポスター発表予演会）を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文目次検討① 

2. 卒業論文目次検討② 

3. 卒業論文目次検討③ 

4. 卒業論文中間報告・ポスター再発表① 

5. 卒業論文中間報告・ポスター再発表② 

6. 卒業論文中間報告・ポスター再発表③ 

7. 卒業研究協力者に対する御礼（Ⅸ－６～７，文例２～３） 

8. 卒業論文抄録点検① 

9. 卒業論文抄録点検② 

10. 卒業論文抄録点検③ 

11. 卒業論文ポスター作成 

12. 卒業論文口頭試問・ポスター発表予演会① 

13. 卒業論文口頭試問・ポスター発表予演会② 

14. 卒業論文口頭試問・ポスター発表予演会③ 

 

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

１．夏季ゼミ合宿の質疑・討論をふまえ，卒業論文中間報告の再発表の準備を行うこと 

２．卒業論文の抄録原稿を作成すること 

３．卒業論文最終発表用のポスターを作成すること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

積極的な授業参加(30%)/課題提出(40%)/課題発表・質疑応答(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 白井利明・高橋一郎、2013、『よくわかる卒論の書き方［第２版］』、ミネルヴァ書房 (ISBN:9784623065721) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．追加的な資料や参考文献は、演習時に配布する 

２．発表に対しては，演習時にフィードバックを行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HM550 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

担当者名 

（Instructor） 
安田 みどり(YASUDA 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） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

コミュニティ心理学に関連する研究テーマにおける各自の調査結果に基づいて、卒業論文を執筆する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の調査結果に基づいて、卒業論文の執筆に取り組む。前半の終わりに中間報告とディスカッションを行い、より理解を深めて

考察につなげる。後半は、論文の執筆を進めるとともに、発表に向けた準備を行い、発表会を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文のまとめ方 

2. 論文の執筆および発表とディスカッション① 

3. 論文の執筆および発表とディスカッション② 

4. 論文の執筆および発表とディスカッション③ 

5. 中間報告会とディスカッション① 

6. 中間報告会とディスカッション② 

7. 論文の執筆および発表とディスカッション④ 

8. 論文の執筆および発表とディスカッション⑤ 

9. 論文の執筆および発表とディスカッション⑥ 

10. 論文の執筆および発表とディスカッション⑦ 

11. 卒論発表会の準備① 

12. 卒論発表会の準備② 

13. 卒論発表会とディスカッション① 

14. 卒論発表会とディスカッション② 

 

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

卒業論文の執筆に必要な、文献研究やデータ分析、結果の記述に関する学習を行う。また卒業論文の執筆と発表準備等を行

う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒論への取り組み(80%)/授業への参加態度と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） 

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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■HM551 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文指導演習２ 

(Seminar on Thesis Writing 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY4910 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業研究を卒業論文として完成させる。自分の心理学研究を論文のルールに従って執筆し、発表することにより、客観的で論理

的な文章の書き方、表現力を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

クリティカルシンキング研究論文編を読み直し、研究の基本を確認する。卒業研究の結果を分析し、論文を執筆する過程で、心

理学の研究論文の執筆規則や客観性や論理性について、アドバイスを行う。演習での議論により、批判的な力を身に着ける。口

頭試問の資料や発表の仕方についてアドバイスする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文執筆指導 1 

2. 卒業論文執筆指導 2 

3. 卒業論文執筆指導 3 

4. 卒業論文執筆指導 4 

5. 卒業論文執筆指導 5 

6. 卒業論文執筆指導 6 

7. 卒業論文執筆指導 7 

8. 卒業論文執筆指導 8 

9. 卒業論文執筆指導 9 

10. 卒業論文執筆指導 10 

11. 卒業論文執筆指導 11 

12. 卒業論文執筆指導 12 

13. 卒業論文執筆指導 13 

14. 卒業論文執筆指導 14 

 

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

卒業研究の調査や実験を行い、データを統計的にまたは質的研究方法により分析する。研究結果に基づく考察を行い、論文を

執筆する。また、研究発表の形での口頭試問の準備をし、資料を整える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業論文執筆(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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■HM705 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM705／心理学研究法１ 

(Research Methods in Psychology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
実験心理学的手法を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
川越 敏和(Kawagoe Toshikazu) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究法のうち、実験心理学的手法について理解する。卒業論文研究を見据え、データを用いた実証的な思考方法と、実

験実施における実践的な知識を身につけることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心理学における実証的研究法の１つである実験的手法にはどのような特徴があり、どのような研究課題に向くのか、また、具体

的にはどのような手法があるのかを学ぶ。そして実験計画について、理論的背景から実践上の注意点、そして研究における倫理

までを学ぶ。実際の実験例を多用しながら授業を進める。中間テストおよび最終テストによって理解度を確認する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、なぜ実験的手法が必要か 

2. 実験的手法と他の心理学研究手法の違い 

3. 実験室実験の手法（１） 

4. 実験室実験の手法（２） 

5. 実験室実験の手法（３） 

6. 実験室実験の手法（４） 

7. 質問紙実験の手法 

8. 中間テスト 

9. 実験計画の基礎、要因計画、各種統計手法との関係 

10. 変数の統制 

11. 測定・解析理論（１） 

12. 測定・解析理論（２） 

13. 実験的手法のさらなるバリエーション、倫理 

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） 

統計学の基礎的な知識が必要となる箇所があるため、授業前に適宜復習をしておくことが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間テスト(40%)/最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード兼出席票(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業中にプリントを配布して使用する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 高野陽太郎・岡隆（編）、2004、『心理学研究法： 心を見つめる科学のまなざし』、有斐閣アルマ (ISBN:4-641-12214-8) 

2. 南風原朝和・市川伸一・下山晴彦（編）、2001、『心理学研究法入門： 調査・実験から実践まで』、東京大学出版会 (ISBN:978-

4-13-012035-7) 

ここに挙げられている参考文献は、授業全体を通して特に役に立つと思われるものである。これらのほかにも適宜、授業中に参

考文献を紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM706 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／情報処理 

(Data Processing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Excel を利用した心理調査データの整理と統計分析実習 

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） 
PSY9930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

表計算ソフトを用いて、心理学データの取り扱いの基礎を身につける。データの入力、データの加工、図や表の作成の方法およ

びデータ分析に関する留意点などを修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Excel を用いたデータの入力，加工の基本や論文に記載するための図や表の書式の変更方法などを修得する。さらに，Excelを

用いて調査データの確認や基本的な統計分析を行うことで分析の概要と解釈についての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データ入力と変換・Excel の基本操作と計算式 

2. 記述統計・分析ツールの利用と数値の書式 

3. 記述統計・関数の利用と表の作成 

4. 水準ごとの記述統計・データの並べ替えと棒グラフ 

5. 折れ線グラフの作成とグラフの書式変更 

6. 散布図の作成と疑似相関 

7. 相関係数と無相関検定 

8. 度数分布表の作成とデータの偏りの確認 

9. 正規分布との比較・ヒストグラムと正規曲線のグラフ 

10. 区間推定と統計的検定・対応のあるｔ検定 

11. 統計的検定・対応のない t検定と等分散性の検定 

12. 統計的検定・一元配置分散分析と多重比較 

13. 統計的検定・カイ二乗検定 

14. 最終課題・Excel を利用したデータ整理と統計 

 

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

配布資料に目を通し，利用する分析手法や操作方法について疑問点を整理しておくこと。 

また授業内容を踏まえて，扱った手法がどのような調査の分析に利用できるか考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に指定する課題及び出席を含む授業への参加態度(85%)/最終課題(15%) 

 

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)） 

板書による説明も交えつつ実習中心で授業をおこない，毎回課題を Blackboardを利用して提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM707 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／情報処理 

(Data Processing) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Excel を利用した心理調査データの整理と統計分析実習 

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） 
PSY9930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

表計算ソフトを用いて、心理学データの取り扱いの基礎を身につける。データの入力、データの加工、図や表の作成の方法およ

びデータ分析に関する留意点などを修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Excel を用いたデータの入力，加工の基本や論文に記載するための図や表の書式の変更方法などを修得する。さらに，Excelを

用いて調査データの確認や基本的な統計分析を行うことで分析の概要と解釈についての理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. データ入力と変換・Excel の基本操作と計算式 

2. 記述統計・分析ツールの利用と数値の書式 

3. 記述統計・関数の利用と表の作成 

4. 水準ごとの記述統計・データの並べ替えと棒グラフ 

5. 折れ線グラフの作成とグラフの書式変更 

6. 散布図の作成と疑似相関 

7. 相関係数と無相関検定 

8. 度数分布表の作成とデータの偏りの確認 

9. 正規分布との比較・ヒストグラムと正規曲線のグラフ 

10. 区間推定と統計的検定・対応のあるｔ検定 

11. 統計的検定・対応のない t検定と等分散性の検定 

12. 統計的検定・一元配置分散分析と多重比較 

13. 統計的検定・カイ二乗検定 

14. 最終課題・Excel を利用したデータ整理と統計 

 

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

配布資料に目を通し，利用する分析手法や操作方法について疑問点を整理しておくこと。 

また授業内容を踏まえて，扱った手法がどのような調査の分析に利用できるか考えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時に指定する課題及び出席を含む授業への参加態度(85%)/最終課題(15%) 

 

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)） 

板書による説明も交えつつ実習中心で授業をおこない，毎回課題を Blackboardを利用して提出する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM721 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM721／社会調査概論 

(Introduction to Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 
山口 誠一(YAMAGUCHI SEIICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査の意義と諸類型に関する基本的事項を理解し，資料やデータの収集から分析までの諸過程に関する基礎的な事項に

ついて概説する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会調査の目的や方法論について概説しつつ，統計調査と質的調査，質問紙調査と事例研究法などの類型を整理し，社会調査

の歴史や調査の種類についても学ぶ。あわせて，データの収集から分析までの実施過程に関する基礎的な事項についても概説

する。第 1 回目と第 2 回目では，社会調査とは何か，また現代において社会調査がどのように位置づけられているのか，身近な

例を用いる等して説明する。第 3 回・第 4 回では社会調査がこれまでどのような歴史を辿り，現在の形態に落ち着いてきたのか

を説明する。第 3 回目では世界における社会調査の歴史，第 4回目では我が国における社会調査の歴史について説明する。第

5 回目から第 10 回目にかけては，社会調査のうち，量的調査（統計調査）に焦点を当てた解説を行っていく。量的調査法の中で

も最も用いられることの多い質問紙調査について，質問紙の作成方法からデータの集計にかけて抑えておくべきポイントを，調査

計画の実施の流れに沿って解説する。第 11 回と 12 回では，質的調査法について紹介する。そして第 13 回では社会調査を取り

巻く調査倫理と諸問題について解説し，最後の第１４回でこれまでの内容を総括する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の目的 ～イントロダクション～ 

2. 社会調査のいろいろな方法 

3. 社会調査の歴史（１）  

4. 社会調査の歴史（２）  

5. 統計調査の種類と特徴  

6. 質問紙調査の調査プロセス（１）  

7. 質問紙調査の調査プロセス（２） 

8. 質問紙調査の調査プロセス（３）  

9. ミクロデータ（個票データ）の分析  

10. 統計データの入手と利用・活用  

11. 質的調査法とはなにか～統計調査以外の社会調査～  

12. 質的調査の実施プロセス：インタビューと観察 

13. 調査倫理と社会調査の諸問題 

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） 

開講時に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/課題提出・出席等(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 森岡清志編、2007、『ガイドブック社会調査[第 2 版]』、日本評論社 (ISBN:978-4535582460) 

 

参考文献（Readings） 

1. 大谷信介ほか編、2013、『新・社会調査へのアプローチ―論理と方法』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4623066544) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM722 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM722／社会調査設計法 

(Design Methods in Social Research) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会調査の企画と設計 

担当者名 

（Instructor） 
濱本 真一(HAMAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会調査を実施するための技法，とくに調査の企画・設計からデータの収集と整理に関する一連の過程を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

統計的な社会調査を主に，調査の企画・設計から，標本抽出や調査票の作成，実査の方法，データ作成や分析の考え方などを

扱い、質的調査や検査・実験的手法についても部分的に扱う。さらに、社会調査法に関する問題や論点などを議論・考察できる

力を養う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 社会調査の企画・設計 

2. 全数調査と標本調査 

3. 標本抽出の実際 

4. 標本誤差と標本分布 

5. 調査の実施方法 

6. 調査票の作成 

7. 質問文の作り方 

8. 実査・調査データセットの作成 

9. 統計データの集計・分析 

10. 質的調査の技法 

11. 検査と実験 

12. 調査倫理とデータアーカイブ 

13. 社会調査論文を読む 

14. まとめ 

 

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

資料や関連書籍を読み、不明な点がないか確認すること。学習した統計量の計算手順を復習し、その性質についての理解を定

着させること。指定された文献等から、社会調査法に関する疑問点や論点を主体的に整理していくことが理解を深めることにつな

がる。 

予復習にかける時間は 1 回の授業あたり概ね 150 分が目安である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

期末試験は資料持ち込み可 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定せず，講義レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 社会調査協会編、各号、『社会と調査』、有斐閣 

2. 篠原清夫 et al.編、2010、『社会調査の基礎』、弘文堂 

3. 豊田秀樹、2009、『調査法講義』、朝倉書店 

4. 鈴木達三・高橋宏一、2009、『標本調査法』、朝倉書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

本講義は社会調査協会の定める社会調査士指定項目 B科目「調査設計と実施方法に関する科目」に該当する。その性質上、同

A科目「社会調査の基本的事項に関する科目」（現代心理学部開講の「社会調査概論」または全額共通科目「社会調査入門」）の

履修または同等の知識を習得済みであることを前提とする。知識の習得が不安なものは、各自復習をしておくこと。 
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注意事項（Notice） 
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■HM723 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会調査演習(A) 

(Seminar on Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 
大久保 暢俊(OKUBO NOBUTOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 心理学的な視点から､ 統計的な手続きに基づいた社会調査を行うために､ 調査の企画から実施､ データ分析・報告書作成ま

での実践スキルを習得することを目標とします｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

 心理学においては､ 人々の心のはたらきについての量的・質的データに基づいた実証的検討が必要とされます｡ この科目で

は､ 統計的な手続きに基づいた社会調査を行うために､ 調査の企画から実施､ データ分析・報告書作成までの実践スキルを習

得することを目的とします｡ 受講生の関心に基づき､ 現代社会における心理学的な問題・トピックを対象にした調査課題を設定

し､ 実際に質問紙や Web調査を用いた統計的な調査をグループワークによって実施します｡ 調査によって得られたデータは統

計的な分析を行った結果としてまとめ､ 結果に対して考察を行います｡ 以上の内容をレポートにまとめ､ 報告してもらいます｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会調査の企画 (1) ：課題の選定 

3. 社会調査の企画 (2) ：対象の選定 

4. 社会調査の企画 (3) ：実施計画 

5. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (1) ：社会調査データの探し方 

6. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (2) ：計画の位置づけ 

7. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (3) ：予測と展開 

8. 仮説の構築 (1) ：理論仮説 

9. 仮説の構築 (2) 操作化と作業仮説 

10. 調査票作成 (1) ：質問文や選択肢のワーディング 

11. 調査票作成 (2) ：設問フローの作成 

12. コーディング実習､ 無作為標本抽出の実習 

13. 調査の実施 (1) ：事前の準備 

14. 調査の実施 (2) ：実施上の注意点 

15. 調査結果のデータ化 (1) ：回収時点検 

16. 調査結果のデータ化 (2) ：エディテング 

17. 調査結果のデータ化 (3) ：データセット作成､データクリーニング 

18. 調査結果のデータ化 (4) ：データ入力 

19. 統計分析ソフトの操作 (1) ：操作の確認 

20. 統計分析ソフトの操作 (2) ：変数ビューの作成と注意点 

21. 統計分析ソフトの操作 (3) ：SPSS以外のソフトの場合 

22. 単変量・多変量のデータ分析 (1) ：相関､ 回帰分析の復習 

23. 単変量・多変量のデータ分析 (2) ：重回帰分析の復習 

24. 単変量・多変量のデータ分析 (3) ：潜在構造の社会調査的意義 

25. 調査結果の読み方・レポートへのまとめ方 (1) 

26. 調査結果の読み方・レポートへのまとめ方 (2) 

27. 全体レポート作成､ プレゼン指導 (1) 

28. 全体レポート作成､ プレゼン指導 (2) 

 

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します｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(30%)/授業内で指示した提出物(30%)/プレゼン及び出席(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業に必要な資料を適宜配布します｡ 
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参考文献（Readings） 

1. 安藤清志・村田光二・沼崎誠編、2009、『新版 社会心理学研究入門』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM724 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM724／キャリアと心理学 

(Career Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 淳(NAITO JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①大学で心理学を学ぶ意義をキャリアの視点から理解・実感する｡ 

②心理学を専攻した先輩の話を聞くことで､ 自分の今後のキャリアのイメージを持てるようにする｡   

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では､ キャリアを考える際に必要となる基本的な知識や心理学の知見について学び､ 実際に社会で活躍している方々

のお話を伺うことで､ キャリアに関する理解を深めるとともに､ 心理学を学ぶことの意味を考える｡ 

授業の前半は､ キャリアに関する基本的な考え方やキャリア関連の理論を紹介する｡ 自己の適性や仕事・組織についての理解

を深めるための講義となる｡ 

後半は､ 心理学を専攻し､ 現在社会の様々な領域で活躍されている方々をゲストスピーカーとしてお招きし､ それぞれのキャリ

アや仕事についてのお話を伺う (家庭裁判所調査官､ 警視庁心理職（公務員）､ 臨床心理士・カウンセラー､ 金融業界､ IT業

界､ 電機業界、文筆業（旅作家）を予定｡ ゲストスピーカーについては変更の可能性あり) ｡ 

全体を通じて､ 自分自身の今後のキャリアについてイメージを持つための手がかりを得る｡   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 ～キャリアと心理学  

2. キャリアの発達とデザイン  

3. キャリアを考えるための前提 

  １) 仕事と組織の理解 

4. キャリアを考えるための前提 

  ２) 自己の理解 ～適性と指向 

5. キャリアを考えるための前提 

  ３) 適性・指向と仕事・組織のマッチング 

6. ゲストスピーカーの講演① 

7. ゲストスピーカーの講演② 

8. 働く上で求められる能力  

9. ゲストスピーカーの講演③ 

10. ゲストスピーカーの講演④ 

11. ゲストスピーカーの講演⑤ 

12. ゲストスピーカーの講演⑥ 

13. ゲストスピーカーの講演⑦ 

14. まとめ ～持続的なキャリア形成のために  

 

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

必要な場合には､ Blackboardシステム上で案内を行う｡   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパーの提出 (毎回授業の最後に記入・提出)(70%) 

出席兼コメントペーパーの提出 (毎回授業の最後に記入・提出) 70% /最終レポート(Final Report) 30% (100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて講義ごとに配布､ または指示する｡  

 

参考文献（Readings） 

1. 宗方比佐子・渡辺直登 編著、2002、『キャリア発達の心理学仕事・組織・生涯発達』、川島書店 (4-7610-0757-5 C3011) 

2. 渡辺三枝子 編著、2007、『新版キャリアの心理学 キャリア支援への発達的アプローチ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-

7795-0175-3) 

3. 小口孝司・楠見孝・今井芳昭 編著、2009、『仕事のスキル 自分を活かし, 職場を変える』、北大路書房 (7628-2677-1) 

4. 二村英幸、2009、『個と組織を生かすキャリア発達の心理学自律支援のマネジメント論』、金子書房 (978-4-7608-2343-7 



 - 144 - 

C3034) 

その他適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

期末の課題レポートは､ Blackboard システム上で提出する｡   

 

注意事項（Notice） 

2015 年度以前入学者対象 
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■HM725 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／キャリアと心理学 

(Career Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
内藤 淳(NAITO JUN) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①大学で心理学を学ぶ意義をキャリアの視点から理解・実感する｡ 

②心理学を専攻した先輩の話を聞くことで､ 自分の今後のキャリアのイメージを持てるようにする｡   

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では､ キャリアを考える際に必要となる基本的な知識や心理学の知見について学び､ 実際に社会で活躍している方々

のお話を伺うことで､ キャリアに関する理解を深めるとともに､ 心理学を学ぶことの意味を考える｡ 

授業の前半は､ キャリアに関する基本的な考え方やキャリア関連の理論を紹介する｡ 自己の適性や仕事・組織についての理解

を深めるための講義となる｡ 

後半は､ 心理学を専攻し､ 現在社会の様々な領域で活躍されている方々をゲストスピーカーとしてお招きし､ それぞれのキャリ

アや仕事についてのお話を伺う (家庭裁判所調査官､ 警視庁心理職（公務員）､ 臨床心理士・カウンセラー､ 金融業界､ IT業

界､ 電機業界、文筆業（旅作家）を予定｡ ゲストスピーカーについては変更の可能性あり) ｡ 

全体を通じて､ 自分自身の今後のキャリアについてイメージを持つための手がかりを得る｡   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 ～キャリアと心理学  

2. キャリアの発達とデザイン  

3. キャリアを考えるための前提 

  １) 仕事と組織の理解 

4. キャリアを考えるための前提 

  ２) 自己の理解 ～適性と指向 

5. キャリアを考えるための前提 

  ３) 適性・指向と仕事・組織のマッチング 

6. ゲストスピーカーの講演① 

7. ゲストスピーカーの講演② 

8. 働く上で求められる能力  

9. ゲストスピーカーの講演③ 

10. ゲストスピーカーの講演④ 

11. ゲストスピーカーの講演⑤ 

12. ゲストスピーカーの講演⑥ 

13. ゲストスピーカーの講演⑦ 

14. まとめ ～持続的なキャリア形成のために  

 

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

必要な場合には､ Blackboardシステム上で案内を行う｡   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/出席兼コメントペーパーの提出 (毎回授業の最後に記入・提出)(70%) 

出席兼コメントペーパーの提出 (毎回授業の最後に記入・提出) 70% /最終レポート(Final Report) 30% (100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて講義ごとに配布､ または指示する｡  

 

参考文献（Readings） 

1. 宗方比佐子・渡辺直登 編著、2002、『キャリア発達の心理学仕事・組織・生涯発達』、川島書店 (4-7610-0757-5 C3011) 

2. 渡辺三枝子 編著、2007、『新版キャリアの心理学 キャリア支援への発達的アプローチ』、ナカニシヤ出版 (ISBN:978-4-

7795-0175-3) 

3. 小口孝司・楠見孝・今井芳昭 編著、2009、『仕事のスキル 自分を活かし, 職場を変える』、北大路書房 (7628-2677-1) 

4. 二村英幸、2009、『個と組織を生かすキャリア発達の心理学自律支援のマネジメント論』、金子書房 (978-4-7608-2343-7 
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C3034) 

その他適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

期末の課題レポートは､ Blackboard システム上で提出する｡   

 

注意事項（Notice） 

2016 年度以降入学者対象 
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■HM726 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM726／心理学実験実習２（A） 

(Practice in Psychological Experimental Methods 2A) 

担当者名 

（Instructor） 

堀 耕治(HORI KOUJI) 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

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） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画や実施について，実際にプログラミングを行うことで，より理解や知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「心理学実験実習 1」の発展科目として位置づけられる。簡便かつ精度の高い心理学実験が実施可能なプログラミン

グソフトである「PsychPy」を用いて，自身で実験の設計と実施を行う。文献の調査，実験の計画，プログラミングによる設計，デー

タ取得，報告初の作成・提出を行う。なお，「心理学実験実習 2A」と「心理学実験実習 2B」の授業内容は同じである。授業は集中

講義として開講されるが，各学期とも，心理学実験実習１が終了した後の最終 4 週に選択科目として開講される。心理学実験実

習 2 の履修者は，心理学実験実習１を履修済みでなければならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献調査（１） 

3. 文献調査（２） 

4. 文献調査（３） 

5. 実験デザイン（１） 

6. 実験デザイン（２） 

7. プログラミング（１） 

8. プログラミング（２） 

9. プログラミング（３） 

10. プログラミング（４） 

11. データ取得（１） 

12. データ取得（２） 

13. データ解析（１） 

14. データ解析（２） 

15. レポート作成指導 

 

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

各授業回の前に，学科で作成した資料の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

授業への出席，課題への取り組み，およびレポートにより評価する。レポートは最終授業日の翌週までに提出しなければならな

い。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また授業を欠席した者には原則レポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

学科で作成した資料に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM727 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM727／心理学実験実習２(B) 

(Practice in Psychological Experimental Methods 2B) 

担当者名 

（Instructor） 

浅野 倫子(ASANO MICHIKO) 

川越 敏和(KAWAGOE TOSHIKAZU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学実験の計画や実施について，実際にプログラミングを行うことで，より理解や知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は「心理学実験実習 1」の発展科目として位置づけられる。簡便かつ精度の高い心理学実験が実施可能なプログラミン

グソフトである「PsychPy」を用いて，自身で実験の設計と実施を行う。文献の調査，実験の計画，プログラミングによる設計，デー

タ取得，報告初の作成・提出を行う。なお，「心理学実験実習 2A」と「心理学実験実習 2B」の授業内容は同じである。授業は集中

講義として開講されるが，各学期とも，心理学実験実習１が終了した後の最終 4 週に選択科目として開講される。心理学実験実

習 2 の履修者は，心理学実験実習１を履修済みでなければならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献調査（１） 

3. 文献調査（２） 

4. 文献調査（３） 

5. 実験デザイン（１） 

6. 実験デザイン（２） 

7. プログラミング（１） 

8. プログラミング（２） 

9. プログラミング（３） 

10. プログラミング（４） 

11. データ取得（１） 

12. データ取得（２） 

13. データ解析（１） 

14. データ解析（２） 

15. レポート作成指導 

 

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

各授業回の前に，学科で作成した資料の内容を読み，予習をしておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(100%) 

授業への出席，課題への取り組み，およびレポートにより評価する。レポートは最終授業日の翌週までに提出しなければならな

い。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また授業を欠席した者には原則レポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

学科で作成した資料に記載。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM728 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM728／心理学調査実習２(A) 

(Practice in Psychological Research Methods 2A) 

担当者名 

（Instructor） 

嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

塚本 伸一(TSUKAMOTO SHINICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
１単位(1 Credit) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における調査について，心理学調査実習１で学んだことを基礎にして，より深い理解と高度な技法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習内容は重回帰分析と共分散構造分析を用いたデータ分析法と，既存の調査データを利用した研究の立案と仮説検証であ

る。 

なお，「心理学調査実習 2(A)」と「心理学調査実習 2(B)」の授業内容は同じである。授業は集中講義として開講されるが，各学期

とも，心理学調査実習 1 が終了した後の最終 4 週に選択科目として開講される。心理学調査実習 2 の履修者は，心理学調査実

習 1 を履修済みでなければならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. AMOSによる重回帰分析(1) 

2. AMOSによる重回帰分析(2) 

3. AMOSによる重回帰分析(3) 

4. AMOSによる共分散構造分析(1) 

5. AMOSによる共分散構造分析(2) 

6. AMOSによる共分散構造分析(3) 

7. データ解析の実践１（１） 

8. データ解析の実践１（２） 

9. データ解析の実践１（３） 

10. データ解析の実践２（１） 

11. データ解析の実践２（２） 

12. データ解析の実践２（３） 

13. 個別レポート指導（１） 

14. 個別レポート指導（２） 

15. 個別レポート指導（３） 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

学科で作成した資料に記載 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM729 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM729／心理学調査実習２(B) 

(Practice in Psychological Research Methods 2B) 

担当者名 

（Instructor） 

小口 孝司(OGUCHI TAKASHI) 

嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

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） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学における調査について，心理学調査実習１で学んだことを基礎にして，より深い理解と高度な技法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実習内容は重回帰分析と共分散構造分析を用いたデータ分析法と，既存の調査データを利用した研究の立案と仮説検証であ

る。 

なお，「心理学調査実習 2(A)」と「心理学調査実習 2(B)」の授業内容は同じである。授業は集中講義として開講されるが，各学期

とも，心理学調査実習 1 が終了した後の最終 4 週に選択科目として開講される。心理学調査実習 2 の履修者は，心理学調査実

習 1 を履修済みでなければならない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. AMOSによる重回帰分析(1) 

2. AMOSによる重回帰分析(2) 

3. AMOSによる重回帰分析(3) 

4. AMOSによる共分散構造分析(1) 

5. AMOSによる共分散構造分析(2) 

6. AMOSによる共分散構造分析(3) 

7. データ解析の実践１（１） 

8. データ解析の実践１（２） 

9. データ解析の実践１（３） 

10. データ解析の実践２（１） 

11. データ解析の実践２（２） 

12. データ解析の実践２（３） 

13. 個別レポート指導（１） 

14. 個別レポート指導（２） 

15. 個別レポート指導（３） 

 

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

準備学習として，最低限，要領書の該当箇所にあらかじめ目を通しておくことが必要である。さらに，毎週のレポートをまとめるた

めに実習後のデータ分析，参考文献の検索と学習は必須である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

実習課題ごとに提出するレポート(100%) 

レポートは原則として，翌週の授業日に提出しなければならない。提出の遅延は厳しい減点対象となる。また種目実施日に欠席

した者にはレポートの提出を認めない。 

 

テキスト（Textbooks） 

学科で作成した資料を用いる。 

 

参考文献（Readings） 

学科で作成した資料に記載 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM730 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM730／心理学原書講読（入門） 

(Seminar on Basic English Reading in Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 恭志郎(SASAKI KYOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学に関する英語文献を読解し，内容をまとめる能力の向上を目指す。加えて，プレゼンテーションと質疑応答に関するスキ

ルを高めることも本講義のねらいである。  

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は，教員が用意した心理学に関する英語文献の中から，自身の興味関心に近いテーマに関するものを選択し，それらを

読み解き，内容をまとめて，プレゼンテーションを行ってもらう。プレゼンテーションは日本語で行ってもらう。また，他者のプレゼン

テーションに対して，建設的な意見・質問を行うことが求められ，発表者はそれに適切に答えるように努めてもらう。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 担当文献決め 

3. プレゼンテーションの例 

4. プレゼンテーション 

5. プレゼンテーション 

6. プレゼンテーション 

7. プレゼンテーション 

8. プレゼンテーション 

9. プレゼンテーション 

10. プレゼンテーション 

11. プレゼンテーション 

12. プレゼンテーション 

13. プレゼンテーション 

14. 予備日・総評 

 

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

文献の読解，プレゼンテーションの準備等については授業時間外に各自で行ってもらう。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(20%)/プレゼンテーションの内容 (質疑への応答も含む)(40%)/他者のプレゼンテーションへの質問・

意見の内容(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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■HM731 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM731／英語文献講読演習（初級） 

(Seminar on English Reading in Psychology(Elementary Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 将大(Yoshihara 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） 
PSY2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国際レベルの心理学の文献・研究は英語で書かれています。英語論文を読む能力は、大学院進学や将来的に研究者を目指す

人にとって必須のスキルです。 

英語文献講読演習（初級）では、ゆっくりなペースで、まずは英語論文を読み通す、という経験を得ることを目標にします。また、

論文を構成する各セクション（序章、方法、結果、考察）の役割を理解することも目標にします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初級では、英語論文を読んだ経験は少ないものの、読んでみたい、読めるようになりたいと思っている学生を主な対象とします。

また、ある程度は自分で読めるものの、まずはゆっくり英語論文を読みすすめてみたい学生の受講も歓迎します。 

授業では、毎週少しずつ英語論文を読んでいき、その内容を少人数（２－３人）のグループで話し合います。授業内に、論文を読

んだり、わからないところを相談しあったり、質問できる時間を設けます。学期内に、１０－１５ページ程度の論文を２本程度読み

終わるペースで読んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業案内 

2. [講義] 学術論文の構成について 

3. [演習] 論文の精読 

4. [演習] 内容についてのディスカッション 

5. [演習] 論文の精読 

6. [演習] 内容についてのディスカッション 

7. [演習] 論文の精読 

8. [演習] 内容についてのディスカッション 

9. [演習] 論文の精読 

10. [演習] 内容についてのディスカッション 

11. [演習] 論文の精読 

12. [演習] 内容についてのディスカッション 

13. [演習] 論文の精読 

14. [演習] 内容について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） 

授業内で論文を読む時間を設けますが、時間が足りない場合は各自で読み進める必要があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文精読（隔週決められたところまで読んでくる）(50%)/ディスカッション参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

具体的な授業の進め方は、履修者の数やニーズに合わせて適宜調整していきます。 

課題論文は、内容や難易度が適当であるものを選定し、授業内で指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM732 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM732／英語文献講読演習（中級） 

(Seminar on English Reading in Psychology(Intermediate Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
カヴァナ,C.(KAVANAGH CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学の文献や国際レベルの研究は英語で書かれています。英語論文を読む能力は、大学院進学や将来的に研究者を目指す

人にとって必須のスキルです。 

英語文献講読演習（中級）では、論文の骨子を理解するための効率的な読み方を習得することを目標とします。また、心理学の

様々な分野の論文を読むことで多様な英語表現や専門用語を学ぶことを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中級は、初級を履修した学生、ある程度自主的に英語文献を読める学生、またはその意欲がある学生を対象とします。授業で

は、論文を構成するパラグラフの意味的/機能的な関係性に意識を向けながら、論文の内容を大枠で理解する練習をします。ク

ラス内ディスカッションでは、論文内容の理解を確認しつつ、さらには内容に関する学術的な意見交換にも挑戦していきます。 

毎週英語論文を読み進めていき、その内容を少人数（２－３人）のグループで話し合います。学期内に、10－15 ページ程度の論

文を４〰5 本程度読み終わるペースで読んでいきます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義] 授業案内  

2. [講義] 論文のセクションの役割とパラグラフ間のつながり  

3. [演習] 論文１本目 グループディスカッション： 

4. [演習] 論文１本目 グループディスカッション： 

5. [演習] 論文１本目 グループディスカッション： 

6. [演習] 論文１本目 グループディスカッション： 

7. [演習] 論文 2 本目 授業内精読 

8. [演習] 論文 2 本目 グループディスカッション：前半  

9. [演習] 論文 2 本目 グループディスカッション：後半 

10. [演習] 論文 3 本目 授業内精読 

11. [演習] 論文 3 本目 グループディスカッション：前半  

12. [演習] 論文 3 本目 グループディスカッション：後半  

13. [演習] 力試し 論文 4 本目 授業内精読 

14. [演習] 力試し 論文 4 本目 グループディスカッション：すべて  

 

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

授業中に課題論文を読んだり、疑問点を話し合ったり、質問ができる週を設けますが、中級クラスでは授業外でも自主的に論文

を読むことが求められます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文精読（決められたところまで読み込んでくる）(50%)/グループディスカッション参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・ 受講者各自が読みたい学術論文を演習の題材とします。 

 

・ 授業の具体的な進め方は、履修者の数やニーズに合わせて適宜調整していきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM733 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM733／英語文献講読演習（上級） 

(Seminar on English Reading in Psychology(Advanced Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
板口 典弘(Itaduchi Norihiro) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学においても，国際レベルの研究の多くは英語で書かれています。そのため，大学院進学や将来的に研究者を目指す人に

とっては，英語論文を読むスキルは必須となっています。英語文献講読演習（上級）では，論文に書かれているデータと著者の主

張を丁寧に読み取ることができるようになることを目標とします。中級を修了していなくても構いません。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，週に１本程度のペースで英語論文を読み，読んだ論文の内容を少人数（２－３人）のグループで話し合います。英文の

内容理解だけでなく，論文の学術的な内容についても積極的に意見交換します。心理学の様々な分野の論文に触れるので，心

理学系大学院の英語対策としても役立つでしょう。慣れないうちには負荷は高めですが，一定の量をコンスタントに読むことがで

きるため，英語力は必ず上達します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義] 授業案内 

2. [講義] 論文のセクションの役割/パラグラフの関係性 

3. [演習] 論文１本目 グループディスカッション 

4. [演習] 論文１本目 グループディスカッション 

5. [演習] 論文１本目 グループディスカッション 

6. [演習] 論文 2 本目 グループディスカッション：すべて 

7. [演習] 論文 3 本目 グループディスカッション：すべて 

8. [演習] 論文 4 本目 グループディスカッション：すべて 

9. [演習] 論文 5 本目 グループディスカッション：すべて 

10. 中間まとめ/予備日 

11. [演習] 論文 6 本目 グループディスカッション：すべて 

12. [演習] 論文 7 本目 グループディスカッション：すべて 

13. [演習] 論文 8 本目 グループディスカッション：すべて 

14. [演習] 論文 9 本目 グループディスカッション：すべて 

 

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

課題論文は授業外で読む必要があります。 

上級は，学習負荷を高めに設定してあります。他の授業/ゼミの課題等の状況により，論文の読み込みが難しい週がある場合，

学期内に 2-3 回に限りそうした事情を考慮します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

論文の読み込み（決められた範囲を読んでくる）(50%)/ディスカッション参加の積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

[２０１８年度に大学院入試を受ける人には，初級ではなく上級の履修を勧めます。] 

・ 受講者が興味のある研究領域の論文を演習の題材とします。 

・ 長い論文の場合（e.g., 20 ページ以上）は数週に分けて読み進める場合があります。 

・ 具体的な授業の進め方は，履修者の数やニーズに合わせて調整していきます。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM734 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM734／英語表現演習（初級） 

(Seminar on English Expression in Psychology (Elementary Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
吉原 将大(Yoshihara 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） 
PSY2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究における公用語は事実上英語であり、日本でも研究内容を英語で発信するスキルを持っていることが重要になってき

ています。 

英語表現演習（初級）では、英語で発信する力を養うために、心理学分野の学術的な文を作成する（書く）練習をします。学期の

終わりまでに、英語の心理学論文でよく使われる表現や心理学の専門単語について知り、それらを表現するための基礎的なス

キルを得ることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では、英語論文や学術書から１パラグラフ程度の英文をピックアップし、日本語訳したものを指定の題材とします。題材は、

様々な心理学の分野から選定する予定です。 

各受講者は、毎回授業内で、題材を英語に翻訳します。わからない英語表現や専門用語、文法についてはその場でネット、辞書

等を使用して検索します。各自が翻訳した英文を持ち寄りクラスメートと話し合いの上、修正を加えます。完成した英文は授業後

に提出し、担当者が添削したものを翌週返却します。各自、授業と添削を通して学んだ用語、表現をノートにまとめ、覚えていきま

す。 

授業期間中に２回、授業で扱った専門用語、表現についてミニテスト（クイズ）を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義} 授業案内 

2. [演習} 題材 1 

3. [演習} 題材 2 

4. [演習} 題材 3 

5. [演習} 題材 4 

6. [演習} 題材 5 

7. クイズ１ 

8. [演習} 題材 6 

9. [演習} 題材 7 

10. [演習} 題材 8 

11. [演習} 題材 9 

12. [演習} 題材 10 

13. [演習} 題材 11 

14. クイズ２ 

 

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

ミニテスト対策以外は特にありません。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出課題(55%)/クイズ１(15%)/クイズ２(15%)/授業参加態度(15%) 

 

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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■HM735 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM735／英語表現演習（中級） 

(Seminar on English Expression in Psychology (Intermediate Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
カヴァナ,C.(KAVANAGH CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究における公用語は事実上英語であり、日本でも、研究内容を英語で発信するスキルを持っていることは必須になって

きています。 

英語表現演習（中級）では、英語で発表する力を養うために口頭発表の訓練をします。学期の終わりまでに、任意の心理学の研

究テーマを題材とした２０分程度の口頭発表ができるようにします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では自分の卒業研究の内容（まだデータを取っていなくても可）、または任意の英語論文を選定し、発表の題材とします。 

各受講者は授業内プレゼンを複数回行います。回数を重ねるごとに、序章、方法、結果等、内容を段階的に追加していき、最終

的に２０分の口頭発表を完成させます。また、クラスメートや教員からフィードバックを受け、修正を加えることによって、発表の質

を向上させていきます。 

発表はパワーポイントを使用し、英語による原稿を用意します。授業では、伝えたい内容を簡潔な英語で聞き手に届けることを重

視します。従って、ネイティブのような流暢さは必要ありません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義] 授業案内   

2. [講義] 効果的な口頭発表のために知っておくべきこと 

3. [演習] スライド準備期間 

4. [演習] 研究の背景/目的を発表する  

5. [演習] 研究の背景/目的を発表する  

6. [演習] フィードバックを反映して研究の背景/目的を発表する  

7. [演習] フィードバックを反映して研究の背景/目的を発表する  

8. [演習] 研究の方法/結果まで発表する （予想される結果でも可） 

9. [演習] 研究の方法/結果まで発表する （予想される結果でも可） 

10. [演習] フィードバックを反映して研究の方法/結果まで発表する  

11. [演習] フィードバックを反映して研究の方法/結果まで発表する  

12. [演習] 研究の考察を含んだスライドを完成させる 

13. [演習] 最終発表 

14. [演習] 最終発表 

 

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

スライド作成や原稿を書く作業は各自が授業外に行います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内プレゼン（複数回）(45%)/発表原稿(30%)/出席/授業参加態度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

・4 年生は、自分の卒業論文の内容を発表課題にすることをおすすめします（後で役立ちます）。 

・具体的な授業の進め方は受講者の人数や英語力に合わせて調節します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM736 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM736／英語表現演習（上級） 

(Seminar on English Expression in Psychology (Advanced Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
板口 典弘(Itaduchi Norihiro) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学研究における公用語は英語であり，今後は日本でも，研究内容を英語で発信することが重要になってきます。英語表現演

習（上級）では，国際誌に投稿することを目的とした模擬論文を，グループで作成することを目標とします。学期が終わるまでに，

簡易的ながらも過去文献レビュー，問題点の発見，解決策の提案，実験計画の立て方について一通り経験し，それを英語の論

文として仕上げます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，心理学の研究プロジェクトを立ち上げ実際に体験します。 

具体的には，まずクラス内で話し合いの上，研究トピックを決定します。そのトピックを題材に，過去文献のレビューから実験計画

を立てるところまで，グループで進めていきます。ここまでの内容を，英語論文として完成させることに挑戦します。プロジェクトの

進行具合によりますが，進み方が順調な場合は実際に実験を行い，データを取集して，それをまとめることも目指します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義] 授業案内   

2. [講義] 研究の流れ，論文の構造について 

3. [演習] トピック選考 

4. [演習] 過去研究を調べる 

5. [演習] 過去研究を調べる 

6. [演習] 過去研究を調べる 

7. [演習] 実験計画を立てる 

8. [演習] 実験計画を立てる 

9. [演習] 実験計画を立てる 

10. [講義] 英語論文の作成方法，パラグラフ・ライティング 

11. [演習] 論文の執筆をする（データを収集する） 

12. [演習] 論文の執筆をする（データを収集する） 

13. [演習] 論文の執筆をする（データを収集する） 

14. [演習] 論文の執筆をする（結果を考察する） 

 

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

プロジェクトの進行に合わせ、予習・復習が必要な場合があります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内発言の積極性(40%)/プロジェクト参加の積極性(40%)/レポート(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

探求心が旺盛な学生，あるいは大学院進学希望/予定の学生の受講を歓迎します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM737 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM737／英語ディベート（発展） 

(English Debate Course in Psychology(Expert Level)) 

担当者名 

（Instructor） 
カヴァナ,C.(KAVANAGH CHRISTOPHER) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3933 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１）物事を多角的に捉えることができる。 

２）語学としてではなく手段として英語を使うことができる（自分の意見を主張し/他者の意見を聞き理解する）。 

３）論理的に思考し表現する能力を伸ばす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語ディベート（発展）では、論理的に意見を組み立て、それを英語で表現する力を養います。 

授業では相反する意見のあるトピックを題材に、賛成・反対の立場から英語でディベートを行います。 

自分の個人的意見とあえて逆の立場になることもあります。 

討議の前に、授業内でグループによる作戦会議や原稿作成のための準備時間を設けます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. [講義] 授業案内  

2. [演習] 日常の題材を対象にしたウォームアップ 

3. [演習] 日常の題材を対象にしたウォームアップ 

4. [演習] ディベート課題内容の打ち合わせ・決定  

5. [演習] 第１ テーマ 準備 

6. [演習] 第１ テーマ 準備 

7. [演習] 第１ テーマ 準備 

8. [演習] 第１ テーマ ディベート 

9. [演習] ディベートを振り返る 

10. [演習] 第２ テーマ 準備 

11. [演習] 第２ テーマ 準備 

12. [演習] 第２ テーマ 準備 

13. [演習] 第２ テーマ ディベート 

14. [演習] ディベートを振り返る 

 

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

各自、ディベートのテーマを提案してもらいます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加態度/出席(25%)/第 1回ディベート(25%)/第 2 回ディベート(50%) 

成績は、ディベートの勝ち負けではなく、主張の論理性や議論の積極性を重視します。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

英語を話す/聞くことに自信がなくても配慮しますので、あまり心配しなくても大丈夫です。 

 

注意事項（Notice） 
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■HM740 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理検査実習 

(Practice in Psychological Testing) 

担当者名 

（Instructor） 
糸井 岳史(ITOI 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） 
PSY3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

①心理検査の施行・採点・解釈の方法を、実習を通して学ぶこと。 

②心理検査を、「とる-とられる」体験を通して、クライエントの気持ちを体験すること。 

③心理検査を、「とる-とられる」体験を通して、自己理解を深めること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の「心理学研究法 4」のように受講者数が多い授業では、実際に体験することが難しい施行・採点に時間がかかる、大きな

心理検査を体験していただきたいと思います。 

通常の授業に比較し、講義の時間は最小限にとどめ、なるべく実習に時間を割いていきたいと考えています。心理検査を、実際

に「とる‐とられる」体験をたくさんやってみたい人、心理検査に興味がある人、歓迎します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 性格検査実習 1：質問紙法 1 

3. 性格検査実習 2：投影法 1（施行・採点） 

4. 性格検査実習 3：投影法 1（採点・解釈） 

5. 性格検査実習 4：投影法 2  

6. 性格検査実習 5：質問紙法 2 

7. 性格検査実習 6：投影法 2（施行・採点） 

8. 性格検査実習 7：投影法 2（採点・解釈） 

9. 知能検査実習 1 

10. 知能検査実習 2 

11. 知能検査実習 3：レポート課題について 

12. 知能検査実習 4：レポート提出 

13. 知能検査実習 5：レポート返却 

14. まとめ 

 

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

授業内で紹介した心理検査の施行・採点・解釈方法についてより詳しく調べることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度（心理検査実習への取り組み）(70%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

所定のテキストはない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献については、必要に応じて紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM742 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／心理面接実習 

(Practice in Psychotherapy) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
臨床心理学的援助としての個人面接 

担当者名 

（Instructor） 
中根 千景(NAKANE CHIKAGE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY3430 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

臨床心理学的援助としての個人面接についての基本的な知識を習得し、体験学習を通して面接の技法への理解を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

臨床心理学的援助としての面接について理論的に学んだ上で、受講生同士のロールプレイング・受講生以外への試行カウンセリ

ングを中心に体験的に学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 心理面接について①相談の流れ・倫理・守秘義務 

3. 心理面接について②面接の構造 

4. 心理面接について③継続面接のプロセス 

5. 応答訓練① 

6. 応答訓練② 

7. ロールプレイング① 

8. ロールプレイング② 

9. ロールプレイングの振り返り 

10. 試行カウンセリング① 

11. 試行カウンセリングの② 

12. 試行カウンセリングの報告 

13. ケース検討会 

14. まとめ 

 

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

ロールプレイングの逐語記録の作成及びレポート提出。試行カウンセリングの実施、逐語記録の作成及びレポート提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(25%)/ミニレポート(3 回）(75%) 

欠席 3 回以上は D 評価とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時間内に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM743 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／社会調査演習(B) 

(Seminar on Social Research) 

担当者名 

（Instructor） 
嘉瀬 貴祥(KASE TAKAYOSHI) 

学期 

（Semester） 
通年(Full year) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 心理学的な視点から､ 統計的な手続きに基づいた社会調査を行うために､ 調査の企画から実施､ データ分析・報告書作成ま

での実践スキルを習得することを目標とします｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

 心理学においては､ 人々の心のはたらきについての量的・質的データに基づいた実証的検討が必要とされます｡ この科目で

は､ 統計的な手続きに基づいた社会調査を行うために､ 調査の企画から実施､ データ分析・報告書作成までの実践スキルを習

得することを目的とします｡ 受講生の関心に基づき､ 現代社会における心理学的な問題・トピックを対象にした調査課題を設定

し､ 実際に質問紙や Web調査を用いた統計的な調査をグループワークによって実施します｡ 調査によって得られたデータは統

計的な分析を行った結果としてまとめ､ 結果に対して考察を行います｡ 以上の内容をレポートにまとめ､ 報告してもらいます｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 社会調査の企画 (1) ：課題の選定 

3. 社会調査の企画 (2) ：対象の選定 

4. 社会調査の企画 (3) ：実施計画 

5. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (1) ：社会調査データの探し方 

6. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (2) ：計画の位置づけ 

7. 資料の収集､ 先行研究のサーベイ (3) ：予測と展開 

8. 仮説の構築 (1) ：理論仮説 

9. 仮説の構築 (2) 操作化と作業仮説 

10. 調査票作成 (1) ：質問文や選択肢のワーディング 

11. 調査票作成 (2) ：設問フローの作成 

12. コーディング実習､ 無作為標本抽出の実習 

13. 調査の実施 (1) ：事前の準備 

14. 調査の実施 (2) ：実施上の注意点 

15. 調査結果のデータ化 (1) ：回収時点検 

16. 調査結果のデータ化 (2) ：エディテング 

17. 調査結果のデータ化 (3) ：データセット作成､データクリーニング 

18. 調査結果のデータ化 (4) ：データ入力 

19. 統計分析ソフトの操作 (1) ：操作の確認 

20. 統計分析ソフトの操作 (2) ：変数ビューの作成と注意点 

21. 統計分析ソフトの操作 (3) ：SPSS以外のソフトの場合 

22. 単変量・多変量のデータ分析 (1) ：相関､ 回帰分析の復習 

23. 単変量・多変量のデータ分析 (2) ：重回帰分析の復習 

24. 単変量・多変量のデータ分析 (3) ：潜在構造の社会調査的意義 

25. 調査結果の読み方・レポートへのまとめ方 (1) 

26. 調査結果の読み方・レポートへのまとめ方 (2) 

27. 全体レポート作成､ プレゼン指導 (1) 

28. 全体レポート作成､ プレゼン指導 (2) 

 

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します｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(30%)/授業内で指示した提出物(30%)/プレゼン及び出席(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 授業に必要な資料を適宜配布します｡ 
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参考文献（Readings） 

1. 安藤清志・村田光二・沼崎誠編、2009、『新版 社会心理学研究入門』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM744 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／観光心理学 

(Tourism Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
H.I.S.寄附講座 観光心理学 

担当者名 

（Instructor） 
小口 孝司(OGUCHI 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） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
他学部他学科履修可 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心理学の新たな分野である、観光心理学について、研究者のみならず観光の実践家からもお話をいただき、その理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本各地から専門の研究者、高名な実務家をお招きし、心理学の新たな一分野である観光心理学について解題いただき、多角

的な理解を図ることを目標とする。心理学が、固有の学問領域のみならず、学際的、実践的な側面を持つという、心理学の新た

な分野について広く紹介し、学生諸君への心理学ならびに関連諸学への学修への動機づけを高める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 観光心理学に期待するもの  H.I.S.取締役、小口 

2. 観光情報が観光心理に及ぼす影響  花井友美（帝京大学） 

3. ヘルスツーリズムの効果と動向  荒川雅志（琉球大学） 

4. リゾートにおけるホスピタリティ  山口一美（文教大学） 

5. 観光と食についての概説  SHIORI（フードコーディネーター） 

6. 人はなぜ旅をするのか（進化心理学から）  八城薫（大妻女子大学） 

7. エスニック文化と観光  丸山奈緒（高崎経済大学） 

8. ホスピタリティマインド（仮題）  星野佳路（星野リゾート） 

9. 観光の社会経済的効果  浦川邦夫（九州大学） 

10. 大学生の旅行  鮫島卓（駒沢女子大学） 

11. 障がい者の旅行  薄井貴之（H.I.S.ユニバーサルツーリズムデスク） 

12. 世界における日本観光  Shawn Jang (Purdue University)  

13. まとめ１    福島研（H.I.S.執行役員）、小口  優秀学生レポートの発表 

14. まとめ２  小口 

 

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

受講者は、観光心理学に関するトッピクスを聞き、その中から各自が興味を持ったものを自分で調べて、展開させる。各自がそれ

ぞれの興味関心に基づき、学修を深める。そうした結果としてのレポートを、授業内で提出することが求められる。特に優れたレ

ポートは、授業最後のまとめにおいて、発表する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度（コメントペーパー、出席など）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業内において適宜、書籍、論文を紹介する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 小口孝司、2006、『観光の社会心理学』、北大路書房 (ISBN:4762824968) 

2. 佐々木土師二、2007、『観光旅行の心理学』、北大路書房 (ISBN:4762825425) 

3. 橋本俊哉、2013、『観光行動論』、原書房 (ISBN:4562091916) 

4. Philip L. Pearce、2011、『この画像を表示  The Study of Tourism: Foundations from Psychology』、Emerald Group Pub Ltd 

(ISBN:1849507422) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HM752 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HM752／関係行政論 

(Legal & Administrative Systems) 

担当者名 

（Instructor） 
梶原 洋生(KAJIWARA 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） 
PSY2930 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

公認心理師を養成するために設けられたカリキュラムの科目群のひとつである。 

 

授業の内容（Course Contents） 

公認心理師の基礎と実践に向けて,養成カリキュラムの科目群に相応しい関係行政の知識体系論を講じる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに  

公認心理師の法的義務・倫理 

2. 保健医療分野に関係する法律・制度（１）医療全般 

3. 保健医療分野に関係する法律・制度（２）精神科医療 

4. 保健医療分野に関係する法律・制度（３）地域保健・医療 

5. 福祉分野に関係する法律・制度（１）生活保護・児童福祉 

6. 福祉分野に関係する法律・制度（２）障害者福祉 

7. 福祉分野に関係する法律・制度（３）高齢者福祉 

8. 教育分野に関係する法律・制度 

9. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（１）刑事 

10. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（２）家事 

11. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（３）少年法 

12. 産業・労働分野に関係する法律・制度 

13. いのちを守る法律（１）生殖医療・自殺 

14. いのちを守る法律（２）事故・災害 

 

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)(70%)/リアクション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 元永拓郎（編）・黒川達雄（法律監修）、最新版、『公認心理師の基礎と実践 第 23 巻 関係行政論』、遠見書房 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／映像身体学入門１ 

(Introduction to Body Expression and Cinematic Arts 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
何を映像身体学と呼ぶのか 

担当者名 

（Instructor） 

江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学の基本的な発想や概念が理解できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業は、二名の教員が前半、後半を担当し、「何を映像身体学と呼ぶのか」を印刷物に基づいて、講義形式でおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業方針の説明と総論 担当者：大山 

2. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：大山 

3. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：大山 

4. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：大山 

5. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：大山 

6. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：大山 

7. まとめとレポート。担当者：大山 

8. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

9. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

10. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

11. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

12. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

13. 小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」に基づき、学科の基本的発想を説明する。担当者：江川 

14. まとめとレポート。担当者：江川 

 

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

テキストとして配布する小冊子「何を映像身体学と呼ぶのか」を繰り返し熟読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に取り組む態度及び出席(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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■HN106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／映像身体学入門２ 

(Introduction to Body Expression and Cinematic Arts 2) 

担当者名 

（Instructor） 

日高 優(HIDAKA YU) 

大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学科が探求する、映像身体学。その学びの基礎や核となる思考を踏まえたうえで、その具体的な展開を、映像や身体

の表現を通じてみていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

二名の教員が前半、後半を担当し、映像身体学という学びの基礎や核となる発想を確認しながら、その思考の領域と存在意義を

明らかにしていく。映像身体学の系譜に位置するテクストを紹介しながら、具体的な作品や表現を通して映像身体学の思考の具

体的な展開を観て探り、映像身体学の学びを深める。前半は主に人類史上初めて登場した機械の知覚像である写真映像と人間

の身体の知覚について、後半は映画という機械の知覚について、特にジル・ドゥルーズの『シネマ』を紹介しながら、掘り進めて学

んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映像身体学の基礎、その思考の核について１。担当者：日高 

3. 映像身体学の基礎、その思考の核について２。担当者：日高 

4. 映像身体学における〈機械の知覚〉という問題圏。担当者：日高 

5. 写真映像の実在性について。担当者：日高 

6. 映像の向かう二つの道－－写真映像を例に。担当者：日高 

7. 前半のまとめ。担当者：日高 

8. 思考の領域としての映像身体学とジル・ドゥルーズ『シネマ』。担当者：大山 

9. 『シネマ１』解題。担当者：大山 

10. 『シネマ１』とその映画作品について。担当者：大山 

11. 『シネマ２』解題。担当者：大山 

12. 『シネマ２』とその映画作品について。担当者：大山 

13. 『シネマ２』とその映画作品について。担当者：大山 

14. 全体のまとめ。担当者：大山 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業に取り組む姿勢及び出席(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に指示、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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■HN131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN131／身体社会論 

(Body and Social Theories) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
奴隷制からヒップホップ・カルチャー，アフロフューチャリズムへ 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

奴隷貿易，奴隷制からアフロフューチャリズムにいたるアフリカン・ディアスポラのカルチャーを通して，文化の身体性と新しい身

体の可能性を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

講義形式で行う。映像や音楽などの教材も用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

『マザーシップ・コネクション』を観る 

2. 奴隷貿易と奴隷制 

アフリカン・ディアスポラの問題 

3. アトランティック・スタディーズについて 

4. ハーレム・ルネッサンスからネグリチュードへ 

モダニズムとシュルレアリスム 

5. ジャズとインプロヴィゼーション 

6. フランツ・ファノン 

身体図式と皮膚図式 

7. 公民権運動とソウル・ミュージック 

8. ポスト公民権運動/ポスト・ソウル１ 

ヒップホップ 

9. ポスト公民権運動/ポスト・ソウル２ 

デトロイト・テクノ 

10. DJ カルチャーについて 

11. ヒップホップ・カルチャーの世界化１ 

12. ヒップホップ・カルチャーの世界化２ 

13. ダンス・カルチャーについて 

14. まとめ 

 

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

自分が普段聴くポピュラー音楽（ジャズ，モータウン，ファンク，ヒップホップ，ダブ，テクノなど）の文化的・政治的背景について調

べて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)(80%)/毎回提出するリアクション・ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

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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■HN132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN132／映像社会論 

(Image and Social Theories) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ハリウッド映画と政治 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第二次世界大戦前の黄金時代のハリウッド映画を事例として、映像表現における娯楽と政治の複雑な関係について理解を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1930 年代のハリウッド映画は、大恐慌後の国内外の危機の中で、娯楽と政治の新たな関係を構築しようと模索した。この時期の

優れた作品は、階級格差や民主主義や環境問題など今日にも通じる主題をエンタテインメントの枠の中で巧みに取り上げてい

る。この授業では、そのような名作を厳選して授業内で鑑賞し、マスコミの言論とは異なる映画独自の表現の分析と関連文献の

解説を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション――ハリウッドと政治 

2. 1930 年代におけるハリウッド、アメリカ、世界 

3. プロダクション・コードの制定と運用 

4. 『我輩はカモである』と戦争 

5. 『或る夜の出来事』と階級① 

6. 『或る夜の出来事』と階級② 

7. ハリウッドと政治の関係の転換 

8. 『駅馬車』における階級社会の寓意① 

9. 『駅馬車』における階級社会の寓意② 

10. 『スミス都へ行く』とアメリカ的民主主義① 

11. 『スミス都へ行く』とアメリカ的民主主義② 

12. 『怒りの葡萄』における社会と自然① 

13. 『怒りの葡萄』における社会と自然② 

14. まとめ 

 

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

参考文献を読むことや関連作品を見ることなど、必要に応じて指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席とリアクション・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてプリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業でそのつど指示します。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業運営に Blackboardを活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN133／生態心理学 

(Ecological Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
知覚と行為の心理学 

担当者名 

（Instructor） 
奥野 真之(OKUNO 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生態心理学の入門的な知識と考え方を身につけること． 

 

授業の内容（Course Contents） 

アメリカの知覚心理学者，J.J.Gibson が構想した知覚に対するアプローチの方法は生態心理学と呼ばれている．Gibson 及び彼

のフォロワーによる研究の紹介を通じて，生態心理学の基礎的な概念やその理論的枠組みについて講義する． 

本講義で扱う「心理学」とは特にヒトを含む動物が行う「知覚」と「行為」に関する研究領域を指している．知覚とは，周囲の環境や

自分自身の状態について知ることであり，行為とは環境の中である目的を達成するために運動することを指す．道を歩くこと，食

事をすること，スポーツをすること，音楽を楽しむこと，私たちが日々の生活の中で行っている活動は常にある種の知覚であり，ま

たある種の行為でもある． 

これらの活動の際，私たちは実のところ「何」をしているのだろうか？ 私たちは自分が今どこで何をしているのかをどのように把

握し，また自分の行動をどのように調整しているのだろう？ 本講義では知覚や行為の意味について，遺伝子に組み込まれた本

能や神経系の生理的反応としてではなく，特定の環境の中で暮らしている動物の活動という生態学的な視点から考える． 

なお，受講にあたっては基礎的な心理学の知識を身につけていることが望ましいものの，必須ではない． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. “ココロ”の科学に向けて：動物に心はあるか． 

2. 生態心理学の誕生：心理学者 J.J.Gibson の歩み． 

3. アフォーダンスの理論：知覚と行為を支える環境． 

4. アフォーダンスの理論：知覚と行為を支える環境． 

5. ダイナミック・タッチ：触るだけで分かるコト． 

6. ダイナミック・タッチ：触るだけで分かるコト． 

7. 生態学的サイボーグ論：生まれた時からサイボーグ． 

8. 生態光学：視覚情報としての光． 

9. 生態光学：視覚情報としての光． 

10. 接触のタイミングを制御する情報＝τ（タウ）． 

11. 接触のタイミングを制御する情報＝τ（タウ）． 

12. 知覚の情報＝不変項：変化の中で持続する構造． 

13. 知覚の情報＝不変項：変化の中で持続する構造． 

14. 映像の知覚：スクリーンの上に視えているコト． 

 

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

復習のために適宜 Blackboard を利用した小テスト課題等を実施する． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業への取り組み(30%)/小テスト課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない． 

 

参考文献（Readings） 

1. 三嶋博之、2000、『エコロジカル・マインド―知性と環境をつなぐ心理学』、NHKブックス 

2. 佐々木正人、2015、『新版 アフォーダンス』、岩波科学ライブラリー 

3. エドワード・S・リード（細田直哉訳）、2000、『アフォーダンスの心理学』、新曜社 

4. エドワード・S・リード（佐々木正人監訳）、2006、『伝記ジェームズ・ギブソン』、勁草書房 

5. J.J.ギブソン（佐々木正人監訳）、2011、『生態学的知覚システム』、東京大学出版会 

6. J.J.ギブソン（古崎敬共訳）、1986、『生態学的視覚論』、サイエンス社 
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その他，毎週の講義ごとに参考文献を紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイント資料を使用した講義形式で，映像資料等も適宜使用する． 

参考文献の紹介や小テスト課題の実施等は Blackboardを使用する． 

 

注意事項（Notice） 
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■HN134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN134／身体表現史 

(History of Bodily Expression) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体表現の歴史を更新してきた表現者たちの理論と実践を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

19 世紀末から現代に至る身体表現の歴史を概観し、その理論と実践を振り返る。とくに 20 世紀の身体表現において革新的な変

化をもたらした国内外の演出家、振付家、理論家について、著作や映像を紐解きながら詳しく解説する。 

具体的には、コンスタンチン・スタニスラフスキー、ベルトルト・ブレヒト、アントナン・アルトー、サミュエル・ベケットと不条理演劇、タ

デウシュ・カントール、ピーター・ブルック、太陽劇団、リヴィング・シアター、アングラ演劇、土方巽と舞踏、モーリス・ベジャール、

ウィリアム・フォーサイス、ピナ・バウシュなどを取り上げる予定。 

＊順番や内容が変更する場合あり。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 身体表現の歴史と事例 

3. 身体表現の歴史と事例 

4. 身体表現の歴史と事例 

5. 身体表現の歴史と事例 

6. 身体表現の歴史と事例 

7. 身体表現の歴史と事例 

8. 身体表現の歴史と事例 

9. 身体表現の歴史と事例 

10. 身体表現の歴史と事例 

11. 身体表現の歴史と事例 

12. 身体表現の歴史と事例 

13. 身体表現の歴史と事例 

14. 最終授業テスト 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/出席およびリアクションペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

＊なお、授業開始後 15 分以上遅刻した者、授業中に許可なく退室する者、私語をする者の出席は認めないので注意してくださ

い。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN135／映像表現史 

(History of Filimic Style) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古今東西、製作国、ジャンルを超えて、さまざまな映像作品をとりあげ、具体的な描写を見る（聞く）ことで、映画ならではの独自の

表現方法について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今期は、「恐怖」をモチーフにした映画を中心にとりあげる予定。作品によっては、残酷な描写、暴力的な描写を含むものも鑑賞し

てもらうことになるので、そうした描写が苦手な学生は受講を避けてください。授業内で見せる映画の他に、最低でも 2～3 本映画

館で上映している映画をあらかじめ授業外で見てもらい、それについて話し合いをします。単に映画を見て単位がとれると思った

ら、大間違いです。専門的な知識は全く必要ではありませんが、積極的な発言が求められます。毎回リアクション・ペイパーや小

レポートを課します。学生による発表も行います。四半期科目で二枠続きの授業ため、一度でも欠席すると単位の修得は厳しくな

ります。欠席は、交通機関の大幅な遅れ（証明書を提出）、インフルエンザなどの法定伝染病（診断書を提出）、忌引きの認めま

すが、部活・サークル活動などの欠席は認めません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 作品鑑賞① 

3. 作品講評① 

4. 作品鑑賞② 

5. 作品講評③ 

6. 作品鑑賞④ 

7. 作品講評④学生発表 

8. 作品鑑賞⑤ 

9. 作品講評⑤ 

10. 作品鑑賞⑥ 

11. 作品講評⑥ 

12. 作品鑑賞⑦ 

13. 課題作講評⑧（学生発表） 

14. 総括 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/作品毎に小レポートを提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 黒沢清、篠崎誠、2003、『黒沢清の恐怖の映画史』、青土社 

2. 稲生平太郎、高橋洋、2014、『映画の生体解剖 恐怖と恍惚のシネマガイド』、洋泉社 

3. 小中千昭、2014、『恐怖の作法 ホラー映画の技術』、河出書房 

4. 別冊映画秘宝編集部、2015、『別冊映画秘宝 厭な映画』、洋泉社 

5. 別冊映画秘宝編集部、2017、『別冊映画秘宝 謎の映画』、洋泉社 

6. 別冊映画秘宝編集部、2017、『別冊映画秘宝 鬱な映画』、洋泉社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN137／生態心理学実験 

(Practice in Experiments of Ecological Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日常的行為への実験的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
青山 慶(AOYAMA KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日常的な行為にある凄みを理解し、そこから学び続けていくための手法を身につけることを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

生態心理学では、人を含む生き物の振る舞いを、誕生からつづく行為の機会の探索とそれを利用することとして捉える。日常的

な行為は、それぞれの個体が、生息場所で長く継続的に環境を探索し続けていることに支えられている。したがって「そこで生活

する身体しか知らないこと」に満ちている。こうした行為のユニークな性質に迫るためにはどのような方法があり得るだろうか。 

本授業では、こうした日常的な行為について理解するための糸口として、いくつかの状況を設定してそこで生じることの観察、分

析、考察を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. 実験①アクティブタッチ（１） 

文献の紹介 

3. 実験①アクティブタッチ（２） 

準備とデータ採集 

4. 実験①アクティブタッチ（３） 

分析 

5. 実験①アクティブタッチ（４） 

報告とディスカッション 

6. 実験②移動と環境（１） 

文献の紹介 

7. 実験②移動と環境（２） 

準備とデータ採集 

8. 実験②移動と環境（３） 

分析 

9. 実験②移動と環境（４） 

報告とディスカッション 

10. 実験③場所と資源（１） 

文献の紹介 

11. 実験③場所と資源（２） 

準備とデータ採集 

12. 実験③場所と資源（３） 

分析 

13. 実験③場所と資源（４） 

報告とディスカッション 

14. まとめ 

 

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

分析に使用する映像データ採集に、授業時間外の作業を必要とすることがある。その他、授業時間内で必要に応じて指示する。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業への取り組み(30%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木正人、2015、『新版アフォーダンス』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 
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1. J.J.ギブソン、2011、『生態学的知覚システム』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１（A） 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE)他 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１(B) 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 千恵(KATO CHIE)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１(C) 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 千恵(KATO CHIE)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１(D) 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 千恵(KATO CHIE)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１(E) 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 千恵(KATO CHIE)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習１(F) 

(Elementary Research Seminar 1) 

担当者名 

（Instructor） 

加藤 千恵(KATO CHIE)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（２回目までは全体で，３回目以降は各クラスに分かれて受講する。３回目以降の授業計画はクラスにより異

なる。詳しくはガイダンスで説明する。） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館本棚めぐり 

2. 東洋の身体観（加藤） 

3. 自分の“こころ”を知るということ①（香山） 

4. 自分の“こころ”を知るということ②（香山） 

5. 写真という映像の神秘（日高） 

6. 身体と建築（大山） 

7. 映像制作①―オリエンテーション（篠崎） 

8. 映像制作②―撮影（篠崎） 

9. 都市／身体／アート①（田崎） 

10. 都市／身体／アート②（田崎） 

11. 絵から読み解く身体―アニマシー（山本） 

12. 絵から読み解く身体―内経図（加藤） 

13. 身体表現入門①（砂連尾） 

14. 身体表現入門②（砂連尾） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(A) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(B) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(C) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(D) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(E) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／入門演習２(F) 

(Elementary Research Seminar 2) 

担当者名 

（Instructor） 

万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI)他 

 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
４単位(4 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
クラス指定 

 

授業の目標（Course Objectives） 

この授業は映像身体学科への導入科目で，２つの大きな目標がある。ひとつは学術的な目標で，大学で学ぶための基本的な姿

勢と知識やスキルを身につけるとともに，映像身体学科を構成する学術的な知の広がりとその基礎を理解することを目指す。もう

ひとつは制作実践的な目標で，映像身体学科で学ぶ映像表現や身体表現について，各教員の専門ごとに，その分野の基礎とな

る発想や姿勢，知識や技法などを身につけることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科の専任教員が全クラスを交替で巡回するオムニバス形式の授業である。映像身体学科がカバーする多様な専門領域への

導入として役立つ方法と題材によって各回の授業を進める。学術系の授業では，学問についての基礎的な考え方や必要な基礎

能力（読む・調べる・書く・発表する・議論する等）を養成し，制作実践系では，映像制作や身体表現の基礎となる発想や姿勢，基

礎知識を習得する。（初回は全体で，２回目以降は各クラスに分かれて受講する。授業計画はクラスによって異なる。詳しくは，初

回のガイダンスで説明する） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（全体授業） 

2. 映画を語ることば①（中村） 

3. 映画を語ることば②（中村） 

4. 見えるもの/見えないもの①（佐藤） 

5. 見えるもの/見えないもの②（佐藤） 

6. 身体と哲学（國領）※江川から担当者変更 

7. テクストを読むとはどのようなことか？（江口） 

8. 映画の芝居を組み立てる①（万田） 

9. 映画の芝居を組み立てる②（万田） 

10. 演劇的発想を活用したプロデュース入門①（相馬） 

11. 演劇的発想を活用したプロデュース入門②（相馬） 

12. 劇を作る、劇を体験する①（松田） 

13. 劇を作る、劇を体験する②（松田） 

14. 基礎演習に向けて（全体授業） 

 

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

各教員に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点（各担当者の基準による）(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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■HN161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１ 

(Basic Research Seminar 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「『私について語る』とは何か」について考える 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「『私について語る』とは何か」について、さまざまな事象、作品、方法論などを見ながら考え、実践しながら、自分なりの「有効なわ

たし語り」を見つけ、身に着けることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「私について語る」といえばかつては私小説やセルフドキュメンタリーが代表であり、一部の限られた人だけのものであったが、い

まはＳＮＳの普及もあり、誰もが気軽に日常的に自分について語り、発信するようになっている。授業の前半ではさまざまな「私に

ついて語る」について概観し、その魅力やデメリットについて自分なりの意見を持てるようにする。また、後半は自分のテーマを見

つけ、それに関して視聴覚資料を使ったプレゼンテーションを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 授業の進め方 

2. さまざまな「わたし語り」（１）私小説 

3. さまざまな「わたし語り」（２）セルフドキュメンタリー 

4. さまざまな「わたし語り」（３）当事者研究 

5. さまざまな「わたし語り」（４）ブログの登場 

6. さまざまな「わたし語り」（５）ＳＮＳの反乱 

7. 「わたし語り」の危険性と精神医学 

8. テーマの見つけ方と前半のまとめ 

9. ビジュアルプレゼンテーション① 

10. ビジュアルプレゼンテーション② 

11. ビジュアルプレゼンテーション③ 

12. ビジュアルプレゼンテーション④ 

13. ビジュアルプレゼンテーション⑤ 

14. まとめ 

 

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

ＳＮＳなどで「わたし語り」を行う人たちを観察し、自分なりの感想をまとめる。「わたし語り」と思われる作品を複数、見つけて、自

分で紹介できるようにする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(40%)/出席及び授業内での発言、取り組み姿勢(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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■HN162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習２ 

(Basic Research Seminar 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画作品の研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１本の映画作品を多角的に徹底的に研究することで，映画はもちろん，歴史，社会，文化への理解を深め，人文学的思考の基本

を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『丹下左膳餘話 百萬両の壺』（1935 年、日活京都、山中貞雄監督）は，28 歳で夭折した天才映画作家の現存する貴重な 3 本の

うちの 1 本です。サイレント映画の時代から人気を博していた剣豪・丹下左膳（たんげ さぜん）のキャラクターを大胆に変えてコメ

ディに仕上げたこの作品は，80年以上も前のトーキー初期の作品でありながら，演出も語り口も映像も編集もモダン，スマートで

ユーモラスな，映画的喜びに満ちた傑作です。 

この魅力的な作品を，映画史的位置づけや時代背景との関連なども含めてさまざまな角度から徹底的に考察します。演習では，

教員の解説や助言にもとづいて担当者がそれぞれの課題について報告し，全体で討論を行います。また，授業の節目で小論文

（課題レポート）を執筆することで，映画について考えて言葉で表現したり，文献を調査してまとめたりするなどの訓練を重ねます 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 課題作品の上映と解説(1) 

3. 課題作品の上映と解説(2) 

4. 課題作品についての全体討論＋発表の方法の解説 

5. 講義――歴史的背景 

6. 講義――作品研究の方法(1) 

7. 講義――作品研究の方法(2) 

8. 学生の発表＋討論(1) 

9. 学生の発表＋討論(2) 

10. 学生の発表＋討論(3) 

11. 学生の発表＋討論(4) 

12. 学生の発表＋討論(5) 

13. 学生の発表＋討論(6) 

14. まとめ 

 

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

参考文献の読書。関連作品の視聴。発表の準備。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および発表など授業時の取り組み(50%)/複数回の課題レポート(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業でプリントを配布します。 

 

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)） 

授業の運営に Blackboardを活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習３ 

(Basic Research Seminar 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
JM、マトリックス三部作を通して文化理論を学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

SF 映画を題材にしてそこから哲学やカルチュラル·スタディーズが取り上げる問題を見つけ出し，現代社会を自分なりに批評でき

るようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

キアヌ·リーヴス主演の 4 本の SF映画（『JM』および『マトリックス』三部作）から,「現実とは何か」「メディア·テクノロジーと身体」

「黒人の歴史,文化,政治」「音楽とテクノロジーと政治」などのテーマで教員による講義と議論を行う。映像教材も用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. サイバーパンク 

2. 『JM』（ロバート·ロンゴ監督,ウィリアム·ギブスン原作·脚本） 

3. ボードリヤール『シミュラークルとシミュレーション』1 

4. ボードリヤール『シミュラークルとシミュレーション』2 

5. 『マトリックス』 

6. 現実の砂漠 

7. 『マトリックス·リローデッド』 

8. コーネル·ウェストとアメリカ哲学 

9. コーネル·ウェストと黒人文化 

10. 『マトリックス·レヴォリューションズ』 

11. レイジ·アゲインスト·ザ·マシーンをめぐって 1 

12. レイジ·アゲインスト·ザ·マシーンをめぐって 2 

13. ブラック·テクノ·カルチュラル·ポリティクス 

14. まとめ 

 

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

映画·TV·小説·アニメなどで SFに馴染んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席と取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントして配布する。 

 

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） 

 

 

  



 - 191 - 

■HN164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習４ 

(Basic Research Seminar 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像身体論をつくる 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(Sugimoto Takahisa) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体とは何か。精神とは別に、身体は実際には何をなしているのか。精神とは何か。思考するとは、一体どんな力をもつのか。こ

うした一連の問いを通して，映像身体論についての基本的な概念を獲得することが目標になります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半では、「映像身体学入門 1」および「入門演習２」のなかで学んだ、精神と身体、個別性と特異性，身体と感情、認識と

解釈、表現と表象、視点と遠近法、等々について理解をさらに深めるべく、これらのテーマで講義を行います。次にこれらのテー

マについて、参加者が各自どのように感じ考えたかを簡単に書いてもらい、さらに教員がそれについてコメントします。こうした双

方的な授業を通じて、上記の問題に対するより深い理解を実現したいと思います。さらに学期の後半では、簡単な報告をしてもら

うことで、映像身体論についての思考を形成するだけでなく、より広く一般的な課題について常識に囚われない考え方を習得でき

るようにします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業概要 

2. 講義（表現とは何か） 

3. 講義（解釈とは何か） 

4. 講義（身体の存在意義について） 

5. 講義（記号と言葉について） 

6. 講義（感情と知性について） 

7. 講義（芸術とは何か） 

8. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

9. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

10. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

11. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

12. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

13. 学生の発表／教員のコメント／全体の討論 

14. まとめ 

 

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

講義内容についてノートをしっかりと取り、各テーマについての自分なりの考えをまとめることが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業中の発言と参加の積極性(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、コピーして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 江川隆男、『超人の倫理』、河出ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習５ 

(Basic Research Seminar 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国古代思想家たちの知恵 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

紀元前の中国の代表的な思想家のことばを読み，理解を深める。とくに共通の文化の基盤をもつ日中韓の東アジアにおいて、ど

うふるまっていくべきかを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

孔子・荘子・韓非子・墨子・孟子・荀子の思想について知識を得たうえで，「規則は必要か」「無為の政治は可能か」「真のリーダー

シップとは」「競争は必要か」「知識は多ければいいのか」などのテーマについて各思想家の考えを比較しつつ考察する。授業は，

教員の講義と担当者の報告と全員の意見交換によって進めてゆく。担当者は，古典文献の訳注や参考図書を使って思想家たち

のことばの意味を調べ，授業時に報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・図書館案内・担当課題割り振り 

2. 講義：諸子百家と孔子について 

3. 報告：盗人の罪と親孝行 ― もし親が盗みをはたらいたら… 

講義：韓非子と法家について 

4. 報告：儒家の「孝」と墨家の兼愛 

講義：孝について 

5. 報告：儒家の「徳治」 

6. 報告：法家の「法治」と道家の「無為の治」 

7. 講義：老子と荘子、 

   道家の理想社会について 

8. 報告：墨家の「尚賢」 ― 競争は必要か 

講義：墨子について 

9. 報告：「仁」と「礼」 ― 仁とは何か 

講義：礼について 

10. 報告：「仁」と「礼」 ― 形式か中身か 

講義：孟子と荀子について 

11. 報告：学問と修養 ― 誰のために学ぶのか 

12. 報告：学問と修養 ― 知識は多ければいいのか 

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） 

初回に説明する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告および授業参加への積極的な態度(70%)/授業最終日に提出する小レポート(30%) 

報告および授業参加への積極的な態度（70％） 授業最終日に提出する小レポート（30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HN166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習６ 

(Basic Research Seminar 6) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学の根本となる考え方を身につけます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アンリ・ベルクソンの哲学を精密に読解しながら、映像身体学の骨子となる、「身体」、「記憶」、そして「世界」の在り方を深く考えて

いきます。また、ベルクソンから多大な影響を受けたジル・ドゥルーズの哲学も適宜参照していきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アンリ・ベルクソンの生涯と哲学史におけるベルクソン 

2. 「持続」とはどういうことか(1) 

3. 「持続」とはどういうことか(2) 

4. 「持続」とはどういうことか(3) 

5. 「身体」が在るとはどういうことか(1) 

6. 「身体」が在るとはどういうことか(2) 

7. 「知覚」と「記憶」（1） 

8. 「知覚」と「記憶」（2） 

9. 「物質」と「記憶」(1) 

10. 「物質」と「記憶」(2) 

11. 「生命」と「生物進化」(1) 

12. 「生命」と「生物進化」(2) 

13. 方法としての「直観」 

14. まとめ 

 

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

配布するプリントを絶えずよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業に取り組む態度及び出席(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布プリント（主に、アンリ・ベルクソン著、ジル・ドゥルーズ編 『記憶と生』より配布）。 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田英樹、2013、『ベルクソン哲学の遺言』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習７ 

(Basic Research Seminar 7) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々なボディーワークに取り組みながら表現する身体とは何かについて考察していきたい。また訓練していく身体性だけにフォー

カスせず、知覚を揺るがすことから開かれていく身体性や、遊ぶ身体性にも着目し、そこで生まれる身体、表現の可能性について

研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボディーワークとしてダンス、ヨガ、合気道などのワーク、稽古を行いながらメディアとしての身体、フィクショナルな身体について

考察する。また、ポストモダンダンス以降に開発されたタスク、コンタクト、インプロビゼーション、またコンセプトをもとに知覚に訴

えるコレオグラフが特徴的なノンダンスのアイデアなども取り組みながら身体感覚を拡げていきたい。 

以下に大まかな授業計画を示すが、集まったメンバーに応じ授業内容や進め方は変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、呼吸・脱力を意識するワーク。 

2. ボディーワーク＆視覚から動きを立ち上げる。 

3. ボディーワーク＆イメージを使って動きを立ち上げる。 

4. ボディーワーク＆タスクを使って動いてみる。 

5. ボディーワーク＆日常動作をコラージュする。 

6. ボディーワーク＆音の視覚化、ミニマル・反復する身体。 

7. ボディーワーク＆モノと関わり動きを立ち上げる。 

8. ボディーワーク＆コンタクトムーブメント。 

9. ボディーワーク＆インプロビゼーション。 

10. ボディーワーク＆言葉と動きの関係から動きを立ち上げる。 

11. 10 回までに取り組んだワークから各々テーマを掘り下げ、表現に取り組む。 

12. クリエーション＆ディスカッション 

13. クリエーション＆ディスカッション 

14. 発表＆合評  

 

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

授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業時の積極性(50%)/発表に至る取り組み及び内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習８ 

(Basic Research Seminar 8) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇作品を構想し「試演作品」を上演することで， 「演劇とはなにか」という問いに向き合う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 戯曲や小説，詩や評論などの文学作品をテキストとして，あるいはさまざまな都市へのフィールドワークを通して，演劇の上演を

試みたい。 

 すでに書かれたテキストをいまこの現実にどのように引用し対応させるのか。都市の風景のなかには，人間の言葉では理解で

きない言葉が書かれているのかもしれない。それをどのように劇にするのか。受講者自身の日常生活や家族，生まれ育った土地

への取材を行う場合もあるかもしれない。 

 複数のモチーフが提起され，この授業全体で一つの主題にまとまらなければ，グループ分けを行う。 

 いくつもの上演作品の創作を試みることで，演劇という問題について思考したいと思っている。 

 以下におおまかな授業計画を示すが，必ずしもこの通りには進まないだろう。授業計画は最初の授業で再び告知する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. リハーサル 

3. リハーサル 

4. リハーサル 

5. リハーサル 

6. リハーサル 

7. リハーサル 

8. リハーサル 

9. リハーサル 

10. リハーサル 

11. リハーサル 

12. リハーサル 

13. 上演 

14. 合評 

 

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

授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表および積極性(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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■HN169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習９ 

(Basic Research Seminar 9) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プロデュース、キュレーションの基本を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの世界には複雑な事象がバラバラの状態で存在している。それらにあるテーマや視点を与え、他者とも共有・交換可能な

「問い」として提出するのがキュレーションと言われる作業である。また、プロデュースとは、そうした「問い」をどこに・誰に向けて届

けるか、それを実現するために必要な予算や段取りはいかなるものかを想定し、様々なリスクを引き受けながらプランを実行する

行為といえるだろう。 

この授業においては、主に舞台芸術におけるキュレーションやプロデュースといった、表現者と観客、芸術行為と社会をつなぐ行

為の基本的な考え方を学び、実際にグループでの実践を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. リサーチ、グループ・ディスカッション 

3. リサーチ、グループ・ディスカッション 

4. リサーチ成果の発表 

5. リサーチ、グループ・ディスカッション 

6. リサーチ、グループ・ディスカッション 

7. リサーチ成果の発表 

8. 制作 

9. 制作 

10. 制作 

11. 制作 

12. 制作 

13. 発表・批評 

14. 発表・批評 

 

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

ほぼ毎週事前リサーチなど宿題あり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびレポートの提出状況(60%)/最終発表の達成度(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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■HN170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１０ 

(Basic Research Seminar 10) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期１(Spring Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的に映像作品を製作し、映像作品を見ることで、 映画ならではの独自の空間と時間、演出、演技などに対する思考を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

７～8 名ほどのグループに分かれ、 課題に応じて、数十秒～数分の映像作品を作ってもらう｡ 成績はワークショップの名の通り

に何よりも出席と参加態度を重視する｡ 2 枠連続となるため、1日でも休むと単位の修得は難しい。交通機関の大幅な遅延 (証

明書付き) 、 忌引き (あるいは家族の事故や病気) 、 医師の診断書付きの病気以外の理由での遅刻・欠席は認めない｡サーク

ルや部活などを理由にする欠席は一切認めないので､ それらを最優先したい学生は遠慮願いたい｡遅刻も厳禁｡ 講義と違い、 

一人でも遅刻者がでることで、所属している班のすべての作業がストップすることもありうる｡ 授業に毎回出席するだけでは不十

分｡ 準備､ 撮影､編集など､ 授業時間外の作業の方が圧倒的に多いので､ その覚悟のある学生だけ受講してほしい｡何よりも

積極性のある学生を希望する｡ ちなみにこれまでの課題は ｢階段｣ など特定の場所を使ったもの｡ ｢移動撮影｣ など技術的な

課題｡ サイレント映画を撮る､ など多岐に渡る｡今期の最初の課題作は「夢」をモチーフにした映像作品とする。1 回目の授業ま

でにいくつかアイデアを考えておくこと。また授業時間外で見るべき課題作を最低でも 2～3 作見てもらい、それについての小レポ

ートも平常点の評価に加味する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション､ グループ分け  課題①の撮影  

2. 撮影課題①の撮影、見るべき映画①の提示 

3. 課題作①の講評  課題作②の提示、話し合い。 

4. 課題作②の撮影 

5. 課題作②の撮影 

6. 課題作②の撮影 

7. 課題作②の講評、課題作③の提示、話し合い 

8. 課題作③の話し合い 見るべき映画②の提示 

9. 課題作③の撮影 

10. 課題作③の撮影 

11. 課題作③の撮影・編集 

12. 課題作③の撮影・編集 

13. 課題作③の講評および 見るべき映画②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） 

映像作品を製作するにあたって､ 実際の撮影は当然のこと､ 企画の立案､ シナリオ作成､ ロケーションハンティング､ 撮影準

備､編集など､ すべての作業が授業内では収まらない｡ したがって授業時間外にかなりの時間を割いてもらうことになる｡ また同

時に､授業期間内で､ 劇場公開されている映画をあらかじめ見てきてもらい､ それについて質疑応答やレポートなども書いてもら

う｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(70%)/課題レポート(30%) 

 

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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■HN171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１１ 

(Basic Research Seminar 11) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画の演出について学ぶ 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画における芝居と画面の演出とはどのようなものであるかを, 実践的に探る｡ 以下に該当する者を受講対象者とする｡ 

1. 劇映画製作にスタッフまたはキャストとして真に参加したいという意欲のある者｡ 

2. 劇映画製作という共同作業の場を、真に楽しみたいと思う者。 

3. 授業時間以外に課題に取り組むための多くの時間が必要となる｡ よって課題製作に取り組むための時間を積極的に作ること

ができる者｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は少人数グループに分かれ, 課題シナリオの実写化を行う｡ 実写化した課題を, 受講生と共に講評する｡授業は月曜日

の４〜5 限の２コマ続き（春学期２）であることに注意。 

以下の授業計画はあくまでも予定｡ ただし, 初回授業はグループ分けをするので必ず出席すること｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループ分け，および課題提示｡ 

2. 課題にどのように取り組むか 

3. 企画の検討 

4. 企画の検討 

5. プロットの検討 

6. プロットの検討 

7. シナリオの検討 

8. シナリオの検討 

9. リハーサル 

10. リハーサル 

11. 撮影と編集 (授業時間以外の作業を含む) 

12. 撮影と編集 (授業時間以外の作業を含む) 

13. 課題の発表と講評  

14. 課題の発表と講評  

 

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

課題を実写化するための準備作業｡ ただし, それは ｢学習｣ ではなく ｢実践｣ と認識してください｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題製作を通してどれだけ「劇映画」に迫れたかの度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

見ておくべき映画を授業時に提示する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１２ 

(Basic Research Seminar 12) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
＜いのちの風景＞映像制作 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像制作の入門的実践力の会得｡ 企画力・文章力・映像構成力の養成と責任感の徹底を目標とし､ 全員が同じテーマ､ 同じ形

式で､ ノンフィクション領域のシリーズ作品 (約 10 本) を制作する｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として ｢一人一作品｣ とし､ 企画から構成､ 撮影､ 編集など映像制作に関する全般のプロセスを“一人で”実践・体験をす

る｡共通とするテーマは《いのちの風景》｡  様々な職業の人物を選び､ その人の ｢働く姿｣ や ｢人生の目標などを訊くインタビュ

ー｣ を撮影し､ ３〜５分の完成したミニコンテンツをつくりあげる｡企画､ プレゼンテーション､ 撮影交渉､ 構成､ 台本執筆､撮影､ 

編集など全ての行程で教員のチェックと指導を受けながら進める｡  

授業時間以外での撮影や編集などの時間が絶対的に必要になるため､ 部活､ サークル活動､ アルバイトなどによる ｢作業の

遅れ｣ が出ぬよう､ 完成までの個々のスケジュール管理を徹底し､ 制作への“完全なる責任”を持つこと｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス (過去年次の作品の参考視聴を含む) 

2. 制作ワークフローと企画のあり方 

3. プリプロダクションからポストプロダクション 

4. 企画プレゼンテーション 

5. 企画プレゼンテーション 

6. 企画プレゼンテーション 

7. 撮影の詳細技術の説明① (撮影場面の設定) 

8. 撮影の詳細技術の説明② (照明) 

9. 撮影の詳細技術の説明② (音声の記録) 

10. さまざまなテレビ作品の構成事例の紹介 

11. さまざまなテレビ作品の構成事例の紹介 

12. 編集経過の発表と受講者同士の意見交換 

13. 編集経過の発表と受講者同士の意見交換 

14. まとめ 

 

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

受講者は映像制作の撮影から編集を単独で行える入門的技術を習得した者に“厳しく”限る｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題作品の完成と提出に至る全工程における平常点(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 板谷秀彰、『ドキュメンタリーカメラマンが伝授する映像撮影ワークショップ』、玄光社 

 

参考文献（Readings） 

講義仲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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■HN173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１３ 

(Basic Research Seminar 13) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈機械の知覚〉という視角は、映像身体学の核を成している。この視角から、写真という人類史上初めて出現した〈機械の知覚像〉

である映像の本質を考察する。あわせて、映像身体学の意義について、考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まずは、〈機械の知覚〉という考え方とその意義を確認したうえで、写真家であり、また写真教育者でもあるスティーヴン・ショアの

著書『写真の本質』を主に精読する。本書のなかには多くの写真が取り上げられているので、本授業を通して、あわせて写真を読

む方法を学んでいくことになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 〈機械の知覚〉とは 

3. 〈機械の知覚〉と〈人間の知覚〉１ 

4. 〈機械の知覚〉と〈人間の知覚〉２ 

5. 『写真の本質』精読 

6. 『写真の本質』精読 

7. 『写真の本質』精読 

8. 『写真の本質』精読 

9. 写真作品分析 

10. 『写真の本質』精読 

11. 『写真の本質』精読 

12. 『写真の本質』精読 

13. 『写真の本質』精読 

14. 写真の本質と映像身体学 

 

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

日高優編『映像と文化 知覚の問いに向かって』（2016 年）を読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/授業に取り組む姿勢(30%) 

 

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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■HN174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１４ 

(Basic Research Seminar 14) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢身体の知恵｣ について、 表現という観点から具体的に捉え、 考察できるようにする｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は、 実際に受講者に手を動かしてもらうワークショップと、 その理論的理解、二つを軸に進めていく｡ 

ワークショップ：「身体の知恵」を、 自分自身の経験から捉えることができるよう、 ごく簡単な造形ワークショップやフィールドワー

クを行う｡ ただワークショップ、 フィールドワークを行うだけでなく、 各自が経験したこと、 考えたことを言葉にしてもらい、 全体

で討論を行いたい｡ 

理論的理解：「身体の知恵」をどのように理論的に考察していけばよいのか、身体についての基本的講義と、テキストの読解を通

して学んでいく｡教員は適宜解説をくわえていくが、 同時に質問も投げかけるので、 受講者は積極的に発言すること｡ テキスト

は、 Ch. ダーウィン『ミミズと土』から抜粋したものを予定している｡以上の二つの軸を通して、 「身体の知恵」を具体的に捉えつ

つ、 学術的に考察していく態度を身につけていきたい｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. ドローイング・ワークショップ (1) 

3. ドローイング・ワークショップ (2) 

4. ドローイング・ワークショップ (3) 

5. ドローイング・ワークショップ (4) 

6. ドローイング・ワークショップ (5) 

7. ドローイング・ワークショップ (6) 

8. テキスト読解：ダーウィン『ミミズと土』 (1) 

9. テキスト読解：ダーウィン『ミミズと土』 (2) 

10. テキスト読解：ダーウィン『ミミズと土』 (3) 

11. テキスト読解：ダーウィン『ミミズと土』 (4) 

12. 構内の痕跡の収集 (1) 

13. 構内の痕跡の収集 (2) 

14. 構内の痕跡の収集 (3) 

 

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） 

出席および授業への参加態度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に適宜指定、 もしくは配布する｡ 

 

参考文献（Readings） 

必要であれば適宜紹介する｡ 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者の関心や理解の度合いに応じて、 授業の進行や、 扱うテキストなどを変更する場合がある｡ 

 

注意事項（Notice） 
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■HN175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／基礎演習１５ 

(Basic Research Seminar 15) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今日の情報技術環境を意識した上で、思考と表現の媒体としての言語について探究する。またそのことを通じて、芸術の制作や

研究を行っていくための基礎を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

思考と表現の媒体としての言語、とりわけ書かれた言葉＝文章について探究することを目標とする。具体的には、小説や戯曲、

またそれらの考察の助けとなる理論的な文章を読んでいくが、いわゆる文学研究の方法や関心とは大きく異なる仕方でのアプロ

ーチを行う。たとえば、文章が文章として自律性を持つことと、それが現実の出来事や事物を参照項として持つという両義性や、

「書き直し」や「読み直し」、「集団による書き読み」という経験にはらまれる時間の複数性、文章とパフォーマンスとの符号化／複

合化といった事柄が考察の主題となる。芸術学に加え、哲学・認知科学・情報学・人類学・メディア論等の知見を横断的に参照す

ることとなるので、これらの領域への関心をもって受講することが望まれる。取り上げる作家・理論家としては、サミュエル・ベケッ

ト、いぬのせなか座、保坂和志、福永信、岡田利規、岡崎乾二郎、ドミニク・チェン、ウォルター・オング、デイヴィッド・ボルター、ネ

ルソン・グッドマン、ブルーノ・ラトゥール、アンディ・クラークなどを予定している。 

授業時には、毎回、担当者が講読文献に関してレジュメを用意し、発表を行う。教員がコメントや補足を行い、続けて、全体で討

議を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 言語について 

3. 文章について 

4. 環境について 

5. 小説について（１） 

6. 小説を読む（１） 

7. 小説を読む（２） 

8. 小説について（２） 

9. 小説について（３） 

10. 言葉と上演について（１） 

11. 戯曲を読む（１） 

12. 戯曲を読む（２） 

13. 言葉と上演について（２） 

14. まとめ 

 

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

課題の文献を毎回必ず事前に読んでくること。それ以外にも、参考文献や、舞台芸術の公演情報、展覧会の情報などを随時指

示・紹介するので、積極的に読み、足を運ぶようにしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業時の取り組み(50%)/複数回の課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献はコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

かなり密度の高く硬質な文章を読むこととなります。理論的なものへの真摯な関心を持つことが求められるが、同時に、そうした

理論的な思考を、いまここでの私たちの生と制作に深く結びついたものとして実践することが目標です。研究はもちろん、制作へ

の志向を持つ学生も大いに歓迎します。 
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注意事項（Notice） 
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■HN217 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ１ 

(Workshop on Performing Arts 1) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドラマトゥルクという職能を理解し、実践を試みる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

舞台芸術の専門的職能として、ドラマトゥルクを取り上げる。戯曲と演出のあいだ、理論と実践のあいだ、コンセプトと実現可能性

のあいだ、作品と観客のあいだ、舞台芸術と社会のあいだ、歴史と現在のあいだ、異なる文化や言語のあいだなど、さまざまな＜

あいだ＞で思考し、相互作用を生み出し、舞台芸術制作を活性化する存在として、その役割は大きい。本授業ではドラマトゥルク

という職能を理解すると同時に、ドラマトゥルク的視点から今日の時代と社会に応答しうる作品プランを立ち上げ、グループでの

実践を試みる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. リサーチ、グループ・ディスカッション 

3. リサーチ、グループ・ディスカッション 

4. リサーチ成果の発表 

5. リサーチ、グループ・ディスカッション 

6. リサーチ、グループ・ディスカッション 

7. リサーチ成果の発表 

8. 制作 

9. 制作 

10. 制作 

11. 制作 

12. 制作 

13. 発表・批評 

14. 発表・批評 

 

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

ほぼ毎週事前リサーチなど宿題あり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびレポートの提出状況(60%)/最終発表の達成度(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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■HN218 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ２ 

(Workshop on Performing Arts 2) 

担当者名 

（Instructor） 
羽鳥 嘉郎(HATORI YOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行世代の演劇実践について理解を深め、制作・研究に際しての基礎的な視座を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

80 年代中頃〜90 年代前半の各種演劇運動に関する、当時の座談会などの採録を声に出して読む。教員による補足、全体での

議論および該当する作品の再演を通じて、言説空間を想像する。履修者が親しんでいると思われる現行の舞台芸術表現や、新

劇、アングラ、小劇場、現代口語演劇といった演劇史理解、またアートワールドにおける位置付けとすぐにはむすびつかないかも

しれない。しかし現在の潮流である参加型、ドキュメンタリー、ポストドラマ的な演劇実践の前史にあたるので、適宜つながりを提

示する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. リーディング 1 

3. リーディング 2 

4. リーディング 3 

5. リーディング 4 

6. リーディング 5 

7. リーディング 6 

8. リーディング 7 

9. 振り返り 

10. グループ制作 1 

11. グループ制作 2 

12. グループ制作 3 

13. 授業内発表 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の取り組み(50%)/課題発表(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 羽鳥嘉郎、2018、『演劇運動入門（仮題）』、ころから 

 

参考文献（Readings） 

1. パブロ・エルゲラ、2015、『ソーシャリー・エンゲイジド・アート入門』、フィルムアート社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN219 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ３ 

(Workshop on Performing Arts 3) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体を表現するメディアとして捉え、様々な技法に触れながら身体が持っている可能性に目を向け、その受信力及び発進力を高

めていくことを目的とする。また、身体と言葉、身体と映像の関係にも着目し、身体を通した記録と記憶、想起、継承に付いても考

察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ダンス、ヨガ、合気道、気功などの基本的な身体トレーニングを毎授業、反復して取り組みながら自己の持つ身体感覚に目を向

け、また、それと同時にメソードに囚われない自由な発想を毎回異なるテーマからアプローチしながら身体の可能性を探る。ま

た、朗読や撮影を通して言葉とカメラをインタラクティブに扱う身体ワークショップを考案してみたい。以下に大まかな授業計画は

示すが、集まった学生に応じて授業内容は変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 呼吸と脱力 

2. 身体の軸を探る 

3. 丹田を感じる 

4. 気の錬磨 

5. リズムと反復 

6. テーマとバリエーション、ハーモニーとポリフォニー 

7. 掛け合い・即興 

8. 発語する身体 

9. 聴く身体 

10. 撮影する身体 

11. カメラに写される身体 

12. 朗読と撮影とダンス 

13. 発表・合評 

14. 発表・合評 

 

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

毎授業行うメソード、テクニック、技法は学期中は授業後も反復して取り組んで貰いたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(50%)/課題への取り組み及びその成果(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN225 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ５ 

(Workshop on Performing Arts 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
身体と向き合い、心と向き合い、今の自分の状態を理解しよう 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 公子(SATO KIMIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ただひたすら同じ動作を反復練習する事しか上達はあり得ません。身体だけではなく心も鍛えなければ上達は望めません。心も

体も陰陽のバランスを整える事を目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体の柔軟性と下半身の強化を取り入れながら、２４式太極拳の武術の技も学びながら２４式太極拳の套路を表演出来るように

したい。 

ゆったりした動きは体幹を使うことで出来るようになるので、腹式呼吸と体幹の繋がりを会得して芯から動けるようになってもらう。 

力まず一歩一歩コツコツ覚えていきましょう。 

レポート提出と最終日には実技試験を行います。 

実技は上手さは求めません手先だけで動くのではなく、呼吸に合わせて体幹から動ければすごくベストです。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ２４式太極拳基本動作の説明、ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング 

2. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組 

3. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～２組 

4. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～3 組 

5. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～4 組 

6. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～4 組 

7. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～5 組 

8. ゲストスピーカーによる特別授業（予定） 

9. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～6 組 

10. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～7 組 

11. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～7 組 

12. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～8 組 

レポート提出 

13. ストレッチ、腹式呼吸、体感トレーニング、２４式太極拳１組～8 組 

レポート提出 

14. ストレッチ、実技試験 

 

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

時間があるときは少しでも反復練習する事。動作等を忘れた場合はネットで確認しても可、 

時間がないときは腹式呼吸の練習をするだけでも良い 

 

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)(20%)/出席及び授業への取り組み(50%) 

欠席が６日以上になった場合は評価せず 

 

テキスト（Textbooks） 

テキスト配布有 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

動きやすいジャージ素材のウエアー着用 

スカートは授業受けられません。 

靴は運動靴着用（底が薄い方が良いが、なければ運動靴であれば良い） 



 - 211 - 

 

注意事項（Notice） 
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■HN226 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ６ 

(Workshop on Performing Arts 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
武術 

担当者名 

（Instructor） 
廖 赤陽(RYOU SEKIYOU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国伝統武術の練習を通して，１. 心身健康の向上を図る／２. 表現の域を広げる／３. 一定の自衛術の習得／４. 東アジアの

心身観に対する理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

実技を中心とするアジア身体論ワークショップ。 

【実技】入門劈掛拳(にゅうもんひっかけん) 

劈掛拳は劈掛掌（ひかしょう）とも言う。260 何年も前から、中国武術の故郷・滄州塩山大左村より伝えられてきた伝統武術の一

種。日本では，「疾風怒濤の超実戦拳法」として広く知られており，近年，対戦格闘ゲームにもよく取り入れられる拳法である。ハ

リー・ポッターと死の秘宝 ゲームに出てくるヘレナは、劈掛拳を使っている。そのしなやかな動きにより、身体各部位が全面的に

鍛えられ、武道の基礎としてはもとより、その他の身体表現を習うためにも良い助けになる。そして、何よりも精神力のアップに繫

がる。 

【理論】武術における本体(健康），応用（実戦）と表現（芸術）／ホリスティック思想と武術／武術における「神」（精神・情報）と「形」

（構造・表現）／武術の歴史・流派と分類／武器論／武術と気功／武術と中医（東洋医学）／武術と舞踊・戯劇／東アジア地域に

おける武術交流。 

持参：運動着（色：黒または白の二色限定/長袖・長ズボン/ボタン・ファスナーのついてないもの），体育館用シューズ（できれば

白），タオル 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 「戈を止めることを武とする」、武術の理念とその儀礼を学ぶ。 

2. 基本功の練習：１．肩、腰、足の柔軟性、２．足腰の強化訓練：站とう功の基本 

3. 基本功の練習：１．肩。腰・足の柔軟性、２．站とう功の基本、３．踢腿（蹴りの練習） 

４．肩の技法：単環・双環・抽鞭・双劈掛など。 

4. 上記１ー４、５．複合基本功：穿（せん）掌、展縮式勢、揉球  

６．専門基本功：単劈手 

5. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第一段  

6. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第一段 

7. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第二段 

8. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第二段 

9. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第三段 

10. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第三段 

11. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第四段 授業内課題レポートの発表 

12. 基本功：上記１－６  套路：入門劈掛拳、第四段  

13. 総合復習 授業内課題リポートの提出 

14. 総合復習、実技テスト。 

 

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

１．インターネット上、劈掛拳の動画サイトを見る。 

２．各自、柔軟性の練習や足腰を鍛え、基礎体力を作る。 

３．日常の飲食と生活リズムに気をつける。 

４．毎回習った内容を各自で復習する。 

 

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%)/出席及び授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に随時配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 廖赤陽、2012 年、『気功―その思想と実践』、春秋社 

2. 廖赤陽、2009 年、『気功で読み解く老子』、春秋社 

3. 田隆智・藤原芳秀、『拳児』(漫画)全 21 巻、小学館コミック 

4. 郭瑞祥 王華鋒、1995 年 5 月、『中国武術 滄州劈掛拳 疾風怒涛の実戦拳』、武術別冊 

ハリー・ポッターと死の秘宝 ゲームに出てくるヘレナ コンボの技 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.muikiko.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HN227 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体系ワークショップ７ 

(Workshop on Performing Arts 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
気功 

担当者名 

（Instructor） 
廖 赤陽(RYOU SEKIYOU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

１．気功養生学の実技とその原理を体得する。 

２．心身の健康レベルの向上を図る。 

３．表現の本質を問いかける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

だれでも心身の不調や悩み・ストレスがある。誰でも自ずからこれを治す力を持っている。気功はその力を導き出す方法の一つで

ある。この授業は、気功養生の基本方法とその原理を実体験を通して会得させるものである。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 気になる「気」：気の世界への招待、自ら気を感じ取る練習 

2. 理論：気功養生の目的・意義と方法論 実技：身体と心をリラックスする基本 

3. 理論：一つの考え方：気功のホリスティック的な考え方実技：気功入門八法 

4. 理論：二つのポイント、静かとリラックス 実技：入門八法 収功 

5. 理論：三つの調節‐‐調身・調息・調心 実技：入門八法、睡功 

6. 理論：生命は静止にあり、静功の基本原理 実技：静坐、睡功  

7. 理論：動功の基本原理 実技：遊龍功第一節から第三節 静坐 

8. 理論：気の流れる道としての経絡 実技：遊龍功第一節から第三節 静坐 

9. 理論：エネルギースポットとしてのツポ 実技：遊龍功第四節から第六節 静坐 

10. 理論：気功の中の構造（身体）・エネルギー（気）と情報（意識） 

実技：遊龍功第四節から第六節 静坐 

11. 理論：身体内外の環境問題ー「七情」と「六淫」  

実技：遊龍功第七節から第十節 静坐 授業内課題レポートの発表 

12. 理論：飲食と日常生活管理 実技：遊龍功第七節から第十節 静坐 

13. 理論：すべての答えは自分の中にある 

実技：遊龍功第一節から第十節 静坐 授業内課題レポートの回収 

14. 理論：宇宙は一つ  実技：遊龍功第一節から第十節 静坐 

 

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

http://www.muikiko.com/ 

『気功ーその思想と実践』を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 廖赤陽・廖萃萃、2004、『実践気功健康法』DVD ブック(2800円）、春秋社 

 

参考文献（Readings） 

1. 廖赤陽、2013 年、『気功ーその思想と実践』増補版、春秋社 

2. 廖赤陽、2009 年、『気功で読み解く老子』、春秋社 

3. 廖赤陽、2017 年、『老子与気功ー心身実践的中華文化』、上海科学技術出版社 

4. 加藤千恵、2002、『不老不死の身体―道教と「胎」の思想』、大修館書店 

5. 森秀樹ほか編、1998、『生命論への視座』、大明堂 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://www.muikiko.com/ 
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持参・服装：体育館用シューズ，動きやすい服装。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN228 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ１ 

(Workshop on Film and Video 1) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

完成尺 10 分～30 分の短編映画のプロット、脚本の作成。その中のシーンを演出してみる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本気で卒業制作のためのシナリオを書きたい学生に受講してもらいたい。映像系のワークショップ、映画に関する講義を受講して

いる学生を対象にする｡ 夏休み中にプロット、または脚本を書いてきてもらい、最初の授業時に提出してもらう（全員必須）。提出

されたプロットを学生全員に読んでもらった上で、各自がプレゼンテーションを行う。教員だけが一方的にアドバイスするのではな

く、学生参加でディスカッション、意見交換を行う。それを経て、学生全員がシナリオを書く。それと並行して、その脚本の一部を映

像化する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題の企画・プロット提出。３０分ほどの映像作品を授業時に見てもらい、それをもとにプロットに書き起こす。 

2. 書き起こしたプロットの発表・講評  実際に書かれたシナリオを読む。 

3. 提出プロットのプレゼンテーション。全員で意見交換① 

4. 提出プロットのプレゼンテーション。全員で意見交換② 

プロットの中から２本選ぶ。班分けして映像課題①として授業時間外に打ち合わせ。 

5. 映像課題①の撮影・編集 

6. 映像課題①の撮影・編集 

7. 映像課題作①の講評 プロット②のプレゼンテーション 

8. プロット②のプレゼンテーション、映像課題②の選定 

9. 映像課題②の撮影 

10. 映像課題②の撮影 

11. 映像課題②の講評 プロット③のプレゼンテーション 

12. プロット③のプレゼンテーション 

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） 

受講希望者は夏休み中にプロットを作成。最初の授業で出してもらう。 

映像製作のワークショップという授業の性格上､ ロケーション・ハンティング (撮影場所を探すこと) ､ シナリオ作り､ 撮影､ 編集

など､ 映像製作のすべての段階で授業時間外の作業の方が圧倒的に多くなる｡ 当然そこにも参加すること｡ また自分たちが作

るだけではなく､ 課題の映画（劇場公開中のもの）などを同じく授業時間外で見てもらい､ それについてのレポートも提出してもら

う｡長編映画のシナリオを授業時間外で読んでもらう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(50%)/課題映画の鑑賞レポート(20%)/プロット①～③(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩田明彦、『映画術』、イーストプレス 

2. フランソワ・トリュフォー、『ヒッチコック 映画術』、晶文社 

3. 三宅隆太、『スクリプト・ドクターの脚本教室・初級篇・中級編』、新書館 

4. シド・フィールド、『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』、フィルムアート社 

5. 泊貴洋・編、『ゼロからの脚本術』、誠文堂新光社 

6. 君塚良一、『脚本（シナリオ）通りにはいかない！』、キネマ旬報社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HN229 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ２ 

(Workshop on Film and Video 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画の演習 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期２(Fall Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画における芝居と画面の演出とはどのようなものであるかを，実践的に探る。以下の点に該当する者を受講対象者とする。 

1. 劇映画製作にスタッフまたはキャストとして真に参加したいという意欲のある者｡ 

2. 劇映画製作という共同作業の場を、真に楽しみたいと思う者。 

3. 授業時間以外に課題に取り組むための多くの時間が必要となる｡ よって課題製作に取り組むための時間を積極的に作ること

ができる者｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生は少人数グループに分かれ，課題シナリオの実写化を行う。実写化した課題を，受講生と共に講評する。授業は月曜日の

４〜5 限の２コマ続き（秋学期２）であることに注意。 

以下の授業計画はあくまでも予定。ただし，初回授業はグループ分けをするので必ず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. グループ分け、および課題シナリオ（１）提示。 

2. 課題シナリオ（１）のリハーサル（１） 

3. 課題シナリオ（１）のリハーサル（２） 

4. 撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

5. 撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

6. 課題発表と講評（１） 

7. 課題発表と講評（２） 

8. 課題シナリオ（２）提示 

9. 課題シナリオ（２）のリハーサル（１） 

10. 課題シナリオ（２）のリハーサル（２） 

11. 撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

12. 撮影と編集（授業時間以外の作業を含む） 

13. 課題発表と講評（１） 

14. 課題発表と講評（２） 

 

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

課題シナリオを実写化するためのあらゆる準備。ただし，それは「学習」ではなく「実践」と認識してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点で評価する（課題製作を通してどれだけ「劇映画」に迫れたかの度合い）(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

見ておくべき映画を授業時に提示することがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN230 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ３ 

(Workshop on Film and Video 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
劇映画のセリフの「響き」から新しい映画を発見する 

担当者名 

（Instructor） 
西山 洋市(NISHIYAMA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

かつてサイレントであった映画がトーキーになった大きな変化の時から長い年月が過ぎた今、映画への関心はもっぱらその視覚

的側面に偏り、音響としてのセリフ表現の可能性の追求がなおざりにされつつある。劇映画における音声の「響き」に関わる演技

と演出の意味を改めて問い直し、新たな映画表現に向けて根本的に考えを変化させ、深めるべき時期、劇映画の「再トーキー化」

を考える時が来ているのかもしれない。 

「音声」の演技・演出の本質を考えることは、視覚的側面も含めた新しい映画表現の発見と創出につながっている。劇映画の視覚

的要素の中心、つまり第一の被写体である登場人物の本質は、「音声」によってしか描きえない部分が大きい。さらに「音声」は人

物の視覚的側面にも波及し、重大で決定的な影響を及ぼす。音声は視覚的表現とも直結しているのだ。劇映画の音声表現とは

本来そういうものであった。劇映画のトーキー化の意味を当時の演出家・演技者たちはそのように捉え、そのための様々な音声

表現が試行され、それが劇映画の豊かさにつながった。そこまではわかっている。だが問題はその先だ。 

いま、新しい時代の新しい表現としての「劇映画の再トーキー化」を目指し、改めて、まったく新鮮な気持ちで演技演出を捉えなお

し、実践することで何が発見できるか。音声表現の追求から未知の表現を発見する可能性に向かって試行錯誤することで、演技

者、演出家としてのあなた自身の新しい側面を発見してもらいたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

そこで、劇映画の内容そのものであり、第一の被写体として劇映画を支え、引っ張ってゆけるような「人物」を、その音声としての

セリフから作り出す方法を、「イタリア式本読み」と呼ばれる古典的（だがめったに使用されることのない）演出技法によって徹底的

に追及してみたい。この技法を徹底することで描き出されるのは、すでに存在する何ものにも似ていない、その映画にしか存在し

ないオリジナルな人物。さらには現在流通している一般的・標準的なリアリズムとは本質的に異なる新しいリアルが発見される可

能性に期待したい。 

 

○前半では、基礎編として、音声から入る演技演出の基本的な考え方と方法を学んもらったうえで、その練習として課題のリハー

サルを体験。 

○後半では、上級編としての「イタリア式本読み」による演技演出に挑戦してもらい、その成果としての課題作品を撮影、編集。発

表。 

 

課題の製作 (リハーサル, 撮影, 編集等) は少人数のグループで行ない、全員に演出と出演の双方を体験してもらう可能性があ

るので、そのつもりで積極的に参加してもらいたい。そのどちらも演技演出を考える上で重要な経験になるはずだ。また課題の製

作作業（撮影、編集等）は授業時間外に行なわなければならない場合もあり, そのつもりで映画製作に本気かつ協力的に取り組

む意欲と共同作業への責任感を持って参加してもらいたい｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. セリフ演技から入る劇映画演出の基本的な考え方と方法についての講義。および模擬的リハーサルによる演技演出の実

際の解説。 

2. 同上。 

3. 小人数のグループに分かれ、課題シーンのリハーサルによって、シナリオの解釈からセリフ演技を模索する演技演出の練

習。 

4. グループごとに講師からのアドバイスと直し。 

5. 同上。 

6. 「イタリア式本読み」の考え方と方法の講義。および模擬的リハーサルによる実践的解説。 

7. 同上。 

8. グループで「イタリア式本読み」の実践（課題のリハーサル）。 

9. 同上。講師からのアドバイス。 

10. 同上。 

11. 課題の撮影準備、撮影など。 

12. 同。撮影、編集など作業。 

13. 課題作品の発表（上映後に質疑応答、ディスカッション） 
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14. その２ 

 

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

セリフの演技・演出に対するイマジネーションを養うため､ 時間の許す限り､ 映画にとどまらず､ 演劇､ 演芸などセリフに関わる

表現全般を鑑賞し､ セリフ表現に対する感覚を磨いておくこと｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題への取り組みの積極性、授業での発表 (提出物を含む)(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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■HN247 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ４ 

(Workshop on Film and Video 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
疑似 CM の企画と制作実践 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

30 秒を基本として、テレビコマーシャルを疑似的に企画し、絵コンテや疑似商品を準備して、実際にハイビジョン映像の成果物と

して制作をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現状の商品経済やマーケット状況を前提として、30 秒のテレビコマーシャルを制作する。 

厳格な企画書を書き、撮影に使用する疑似商品や商品ロゴなども事前に準備する。 

音楽著作権などにも十分配慮をして、何が違法で何が合法であるかを認識した上で制作をすすめる。 

原則はひとり一作品の完成を目標とするが、企画内容によってはグループ制作を認める場合もある。 

完成作品の発表を「最終レポート」として成績評価をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス 

2. コマーシャルの歴史と代表的作品 

3. 企画書と絵コンテのあり方 

4. 学生による企画発表① 

5. 学生による企画発表② 

6. 過去の代表的 CM 例の研究① 資生堂 

7. 過去の代表的 CM 例の研究② サントリー 

8. 過去の代表的 CM 例の研究③ ソニー、パナソニック 

9. 過去の代表的 CM 例の研究④ ミニドラマ形式の作法 

10. CGや合成撮影の基本 

11. 制作と編集① 

12. 制作と編集② 

13. 制作と編集③ 

14. 完成作品の試写と合評 

 

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

現行放送中のコマーシャルと、Web上に展開されている長尺の Web広告との違いをしっかりと見極め、 

これからのテレビコマーシャルの方向を考える 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN248 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ５ 

(Workshop on Film and Video 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドキュメンタリーにおける撮影技法 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドキュメンタリー撮影の方法と技術の習得。 

フィクションとノンフィクションの表面的な垣根を越えて「ドキュメンタリー映画におけるドラマとは何か」を探っていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科保有機材や手持ち機材を使いドキュメンタリー作品制作を実際に行う。 

また、インタビュー撮影の方法やフィクションの撮影方法も取り入れて行う。 

撮影した映像は受講生全員で観て講評し次へのステップアップを検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 撮影機材取扱い指導（１） 

2. 撮影機材取扱い指導（２） 

3. 課題撮影（１） 

4. 課題撮影（２） 

5. 課題撮影（３） 

6. 課題撮影（４） 

7. 講評（１） 

8. 講評（２）と参考試写 

9. 課題撮影（５） 

10. 課題撮影（６） 

11. 課題撮影（７） 

12. 課題撮影（８） 

13. 講評（３） 

14. 講評（４） 

 

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） 

授業への出席及び授業態度(50%)/授業への取り組み(30%)/課題撮影提出かレポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業時に適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

参考作品試写を行う予定。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 223 - 

■HN249 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ６ 

(Workshop on Film and Video 6) 

担当者名 

（Instructor） 
笹岡 啓子(SASAOKA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

｢撮影→選択→発表｣ という具体的な制作作業を通じて過去の写真作品と向き合うことで､ 社会性､ 歴史性､ 政治性も含めた写

真の理解を目指す｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

一枚の写真がどのような時代背景､ 経緯､ 状況のもとで撮られたのか｡ その作品がなぜ現在まで残されたのか｡ そして､ わた

したちはそれをどのように受け止め､ 取り扱っていくのか｡ 一枚の写真作品をよく見る経験を重ね､ 受講者各自がそれらを参

照・選択・複写・流用し､ 発表することを通じて､ 複製技術として発展してきた写真というメディアについても考えていきたい｡ 

イントロダクションの後に､ 2〜3名のグループないしは個人ごとに実習撮影をし､ 各自の発表と参加者同士での講評・意見交換

を行う｡ おおまかな授業計画を以下に示すが､ 受講者の関心や進度に応じて柔軟に変更対応していきたい｡ 

※授業外での課題撮影と提出を原則とし、授業内は発表と講評を中心とする。課題未提出での聴講は出席扱いとしない。 

※写真技術の基礎知識は必要としないが､ 授業への積極的な参加､ 発言を重視する｡ 

※おもに大学機材 (デジタル一眼レフカメラ) を使用する｡ 内容によっては個々人のデジタルカメラや携帯カメラを使用を求める

場合もある｡ 

※記録メディア (SD カード) については購入・保有を必須とする｡ 詳細については初回授業で提示する｡  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 写真の発明 (イントロダクション)  

3. 松重美人と被爆直後の広島 (イントロダクション)  

4. 発表と講評 

5. 発表と講評 

6. 田本研造と北海道開拓写真 (イントロダクション)  

7. 発表と講評 

8. 発表と講評 

9. 増山たづ子と徳山ダム (イントロダクション)  

10. 発表と講評 

11. 発表と講評 

12. 東松照明と長崎・沖縄 (イントロダクション)  

13. 発表と講評 

14. 発表と講評 

 

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

授業時に提示する｡  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業での発表および積極性(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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■HN250 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像系ワークショップ７ 

(Workshop on Film and Video 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
クライアントの課題を元に、実際にＣＭを作ってみよう。 

担当者名 

（Instructor） 
細金 正隆(HOSOGANE MASATAKA) 

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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的課題から CM（広告動画映像）の制作を行い,映像と言葉と音の関係を考察し、コミュニケーションに役立つ情報の圧縮・伝

達技術を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

グループによる実制作がメインの集中講義。具体的な課題から CM を制作する。あえて秒数に制限のある CM という枠の中で映

像表現を考えることにより、実社会のメッセージ伝達にも重要な What to say. How to say を学ぶ。集中講義ゆえ５日間すべてを

受講、参加できることが条件。 

３～5 名の少人数のチーム別に分かれて企画制作実習を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 広告企画制作に関する概論 

2. 具体的課題のオリエンテーション、マーケティング戦略シート 

3. コミュニケーションコンセプトの抽出 プレインストーミング  コピーライティング 

4. 言葉と映像、映像と音の関係を学ぶ。世界の秀作ＣＭに学ぶ 

5. 企画コンテ制作（グループ別） 企画が固まるまで何案でも提出 

6. 企画コンテ制作（グループ別） 企画が固まるまで何案でも提出 

7. 企画コンテから演出コンテ製作 

8. 企画コンテから演出コンテ製作  キャスティング、美術製作、撮影 

9. 撮影 

10. 撮影 

11. 撮影 

12. 撮影素材チェック 再撮影 仮編集 

13. 映像編集 ＭＡ（ナレーション、音楽、ＳＥの編集） 

14. ＭＡ（ナレーション、音楽、ＳＥの編集） データ回収 

 

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

普段テレビで流れているＣＭがどういう意図で作られ、それが目的どおりちゃんと機能しているかどうかを意識して数多く見てみる

だけでも、授業のウォーミングアップになると思います。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート（制作作品）に至るプロセスでの関与度(20%)/５日間の出席及び授業への取り組み

(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必須ではありません。 

中山幸雄・杉本健二・丸山顕『最新 CM プランナー入門』（編集・制作（株）電通 ￥2,100） 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

８月１日（水）・２日（木）・３日（金）・６日（月）・７日（火） 各２～４時限 
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■HN263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／超域系ワークショップ１ 

(Workshop on Media and Sound Art 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
音楽の向こう側、サウンドデザインの試行 

担当者名 

（Instructor） 
シャルル，Ｃ(CHARLES,CHRISTOPHE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

音に対する感受性や知識を深め、音への感性のリテラシー向上に主眼をおいた、あらゆる音を素材とした作品を作り上げます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「サウンドアート」とは「聴覚芸術」のことです。音楽のみならず、環境の音楽としてのサウンドスケープ（音風景）、身体の音楽とし

てのダンスやパフォーマンス、言葉や発声によるサウンド・ポエトリー、音の出るオブジェという音響彫刻、音の空間を重視するサ

ウンド・インスタレーション、視覚と聴覚の関係を問う映像やノテーションという視覚音楽なども含まれています。前半は、サウンド

アーティスト/作品を紹介し、後半は、作品を作り上げる、という構成の授業になります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：授業概要 

2. 作品紹介：解説 

3. 作品紹介：解説 

4. 中間レポート１：プレゼンテーション・講評 

5. オーディオエディター操作説明 

6. 個人作業・個人指導 

7. 個人作業・個人指導 

8. 中間レポート２：プレゼンテーション・講評［１］ 

9. 中間レポート２：プレゼンテーション・講評［２］ 

10. 個人作業・個人指導 

11. 個人作業・個人指導 

12. 個人作業・個人指導 

13. 最終レポート：プレゼンテーション・講評［１］ 

14. 最終レポート：プレゼンテーション・講評［２］ 

 

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

作品制作時に個別に必要とされる場合に行う音（環境音、器楽音など）の録音。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業態度（コメントペーパー）(40%)/音響作品の授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョン・ケージ、1996、『サイレンス』、水声社 (ISBN:ISBN978-4891763398) 

2. ジョン・ケージ、1982、『小鳥たちのために』、青土社 (ISBN:ISBN978-4791750825) 

3. 高椅悠治、2004、『音の静寂、静寂の音』、平凡社 (ISBN:ISBN4-582-83247-4) 

4. 武満徹. 2006. Visions in Time. エスクアイアマガジンジャパン (ISBN:ISBN978-4872951028) 

5. アラン・リクト、2010、『サウンドアート』、フィルムアート社 (ISBN:ISBN978-4-8459-0942-1) 

6. 藤枝守、2000、『響きの生態系』、フィルムアート社 (ISBN:ISBN4-8459-0004-1) 

7. 吉村弘、1990、『都市の音』、春秋社 (ISBN:ISBN4-393-93411-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

【UbuWeb】http://www.ubu.com/sound/index.html 

 

注意事項（Notice） 



 - 226 - 

■HN311 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像シナリオ演習１ 

(Seminar in Screenwriting 1) 

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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シナリオを書くこと，読むことを通して，「劇映画の面白さとは何か」について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，皆さんが書いてきたシナリオの講評と，過去のすぐれたシナリオを読み，分析することを交互に行う。最初のうち，シナ

リオを書くことは思うように書けないもどかしさばかり感じる経験になってしまうだろう。しかし， 書くことの難しさを知ったうえで，過

去のすぐれたシナリオを読めば，その魅力が生き生きと感じられるはずだ。そして，ひとのシナリオを読んで魅力を発見するという

経験は，書くことにかならず進歩をもたらすだろう。この授業では，書くことと読むことをくりかえしながら，劇映画の面白さについて

考えてみたいと思う。 

シナリオ講評について 

授業では，提出されたシナリオを講評しながら，劇映画の面白さについて具体的に考察する。第１回の授業までに， 今の君に自

主制作できる二十分以上のドラマのあらすじを考えておくこと。 

シナリオ分析について 

受講生諸君はテキストとなるシナリオを読んで次の二つの課題について考えてくること。段落分けをしてくること。重要な場面はど

こかを考えてくること。授業では実作者の立場から分析を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目標についての説明、アンケート、来週までの宿題の提示 

2. 授業のスケジュールの説明、プロットの書き方についての説明 

3. シナリオ分析１ 

4. シナリオ分析２ 

5. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

6. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

7. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

8. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

9. シナリオ分析２ 

10. シナリオ分析２ 

11. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

12. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

13. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

14. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

 

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

シナリオ分析のテキストはコピーして配布する。 

シナリオの書き方を知るために，「月刊シナリオ」（シナリオ作家協会）などを買って読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロット(40%)/シナリオ(40%)/読んだシナリオリスト(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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■HN312 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像シナリオ演習２ 

(Seminar in Screenwriting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
井川 耕一郎(IKAWA KOUICHIROU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シナリオを書くこと，読むことを通して，「劇映画の面白さとは何か」について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業では，皆さんが書いてきたシナリオの講評と，過去のすぐれたシナリオを読み，分析することを交互に行う。最初のうち，シナ

リオを書くことは思うように書けないもどかしさばかり感じる経験になってしまうだろう。しかし， 書くことの難しさを知ったうえで，過

去のすぐれたシナリオを読めば，その魅力が生き生きと感じられるはずだ。そして，ひとのシナリオを読んで魅力を発見するという

経験は，書くことにかならず進歩をもたらすだろう。この授業では，書くことと読むことをくりかえしながら，劇映画の面白さについて

考えてみたいと思う。 

シナリオ講評について 

授業では，提出されたシナリオを講評しながら，劇映画の面白さについて具体的に考察する。第１回の授業までに， 今の君に自

主制作できる二十分以上のドラマのあらすじを考えておくこと。 

シナリオ分析について 

受講生諸君はテキストとなるシナリオを読んで次の二つの課題について考えてくること。段落分けをしてくること。重要な場面はど

こかを考えてくること。授業では実作者の立場から分析を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の目標についての説明、アンケート、来週までの宿題の提示 

2. 授業のスケジュールの説明、プロットの書き方についての説明 

3. シナリオ分析１ 

4. シナリオ分析２ 

5. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

6. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

7. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

8. プロット講評（一対一の面談形式で行います） 

9. シナリオ分析２ 

10. シナリオ分析２ 

11. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

12. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

13. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

14. シナリオ講評（一対一の面談形式で行います） 

 

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

シナリオ分析のテキストはコピーして配布する。 

シナリオの書き方を知るために，「月刊シナリオ」（シナリオ作家協会）などを買って読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プロット(40%)/シナリオ(40%)/読んだシナリオリスト(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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■HN323 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像シナリオ演習３ 

(Seminar in Screenwriting 3) 

担当者名 

（Instructor） 
吉田 泰子(YOSHIDA YASUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像におけるシナリオを書くための基礎的知力を高め、また最終授業までに各自が選ぶ映像作品（ＴＶドラマ、ドキュメンタリー、

映画など）のシナリオを一篇、完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シナリオの作成を単に脚本様式での執筆ではなく、映像制作全般を起動させる重要な原点ととらえ、ドラマであれドキュメンタリー

であれ、「物語」を生み出し作品を駆動していく為の牽引車とする為に、＜知力・精神力・執筆技術＞の鍛錬はもちろん、撮影・編

集・演出などの総合的な視野も含め、厳しく実地訓練をほどこす。覚悟した者のみ参加すべし。 

＜授業概要＞ 

・ 何故「書く」ことが必要か／言葉・音の面白さ 

・ 人間を描くということ 

・ 世界における自分の立ち位置を見つけ出すこと 

・ 会話の意味するもの／シナリオの役割とは何か 

・ ト書きとは何か／状況を描くということは何か 

・ 「ドラマが生まれる場所」と映像の作り方 

以上を、時には教室以外の様々な場面や空間に身を置き、その場で「物語」を発見しながら、シナリオ化していくための感覚開発

や技術訓練をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像文化の歴史１ 映画史① 

2. 映像文化の歴史２ 映画史② 

3. 映像文化の歴史３ テレビドラマ史 

4. 映像文化の歴史４ ドキュメンタリー史 

5. 映像で語るための構成分析１ 人物を描くということ 

6. 映像で語るための構成分析２ 会話で描く 

7. 映像で語るための構成分析３ 情景の描き方 

8. 名作に学ぶ 実践的シナリオ研究１ テーマの発見 

9. 名作に学ぶ 実践的シナリオ研究２ 時代を捉える 

10. 名作に学ぶ 実践的シナリオ研究３ これからの映像とは 

11. ショートドラマ・ショートドキュメンタリーを創作する〜創作のためのフィールドワークとは 

12. シナリオ創作１ 構成を作る・梗概から初稿まで 

13. シナリオ創作２ 初稿分析・批評 

14. シナリオ創作３ 完成稿講評 

 

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

毎週の執筆課題を完全にクリアできない者、未提出者、理由なき欠席者は不合格とするので、受講者は授業時間以外に執筆の

為の時間を十分に確保し、高い参加意欲を最後まで維持し続けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度・理解度(50%)/授業で課す複数の課題(50%) 

平常の授業態度と理解度５０％、授業で課した提出物の実践度、達成度５０％として評価する。 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で手渡すものを中心にしたい。 

 

参考文献（Readings） 

そのつど指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HN325 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／戯曲シナリオ演習１ 

(Seminar in Playwriting 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
戯曲を書く 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

演劇のための戯曲を書き、戯曲とはなにかを考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

戯曲のことについて思考するということは、演劇のことを考えることでもある。 

身体から一つの声が生まれるということは、なんと素晴らしいことであろうか。「せりふ」という書かれた言葉はその奇跡の瞬間へ

の導きである。 

この授業では受講生に戯曲を書いてもらう。 

二つの流れがある。一つは、毎回の授業で提示された課題に応じて５分から１０分ほどの短い戯曲を書き、授業内でリーディング

して、合評することが繰り返される。その流れとは別に、自由なモチーフで３０分から６０分ほどの戯曲を執筆してもらい最終週ま

でに提出してもらう。 

以下におおまかな授業計画を示すが、この通りには進まない可能性もある。 

これまでの演劇の概念を革新するような戯曲の創作を期待する。それゆえ、演劇経験者や戯曲を書いたことのあるなしには全く

こだわらない。ただし、戯曲を書く作業は大変な負担である。受講生にはその覚悟を持って、授業に参加してもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと課題①の説明 

2. ①の合評 

3. 課題②の説明と参考戯曲の考察 

4. ②の合評 

5. 課題③説明と参考戯曲の考察 

6. ③の合評 

7. 課題④の説明と参考戯曲の考察 

8. ④の合評 

9. 課題⑤の説明と参考戯曲の考察 

10. ⑤の合評 

11. 課題⑥の説明と参考戯曲の考察 

12. ⑥の合評 

13. 受講生の創作戯曲の合評 

14. まとめ 

 

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

課題戯曲作品を執筆し、期日までに提出する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

創作戯曲作品の提出(50%)/戯曲作品への批評、授業への積極性(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN326 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／戯曲シナリオ演習２ 

(Seminar in Playwriting 2) 

担当者名 

（Instructor） 
羽鳥 嘉郎(HATORI YOSHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

書かれたものに対する、上演を前提とした編集・構成・演出の手法を身につける、あるいは開発する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

翻案、再話、人称の操作、位置関係など、パフォーマンスとテキストが複雑な関係を結ぶよう差し向ける手法について、リーディン

グ上演のグループ発表を交えながら学ぶ。取り上げる作家としては、ハイナー・ミュラー、花田清輝、フラナリー・オコナー、稲川淳

二、知念正真、レンドラ、榎本俊二、青木淳悟、コッカイオンドク！などを予定しているが、履修者の需要や希望も考慮する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. リーディング 1 

3. リーディング 2 

4. リーディング 3 

5. リーディング 4 

6. リーディング 5 

7. リーディング 6 

8. リーディング 7 

9. リーディング 8 

10. グループ制作 1 

11. グループ制作 2 

12. グループ発表 1 

13. グループ発表 2 

14. まとめ 

 

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

課題の文献を事前に読む。その他、必要に応じて別途指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業時の取り組み(50%)/課題発表(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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■HN327 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体学文献講読１ 

(Reading in Body and Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像身体学における表現と内容の問題 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(Sugimoto Takahisa) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認識としての知覚と、感情としての欲望、この両者と身体との関係等について考えます。これを通して、映像身体学にとってもっと

も本質的な事柄である人間の精神と身体における限界とその可能性とを検討していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

17 世紀のオランダの哲学者、スピノザは、哲学史上、はじめて精神と身体を存在論的に対等に、しかしまったく異なるものとして

考えました。この画期的な思考の様式を通して、映像身体学科にとって不可欠となる、身体と精神の倫理学を考えていきます。担

当教員がテキストを読みながら、様々なテーマについてわかり易い講義をします。受講者は、その内容についての自分なりの理

解や見解等をつねにもつことが重要になります（「授業計画」の各回のテーマは、必ずしもその会に対応するものではありませ

ん。それらは、むしろ本授業の諸視点だと考えてください）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 人間は、感情の動物である 

3. 精神の感情と身体の触発との関係について 

4. 精神と身体の相互作用論について 

5. 精神と身身の並行論について 

6. 精神の能動と受動について 

7. 意識中心主義批判 

8. 身体は何をなしうるのか 

9. 自己を維持しようとする力 

10. 本質と存在の違い 

11. 定義について 

12. 身体の活動する力／精神の思考する力 

13. 喜び／悲しみ／欲望 

14. まとめ 

 

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

講義内容についてノートをしっかりと取り、テクストの指定された箇所を予めよく読んでおくことが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

中間小レポート（20％×2 回）(40%)/最終レポートと授業への参加の積極性(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. スピノザ、『エチカ』、岩波文庫 

2. ジル・ドゥルーズ、『スピノザ 実践の哲学』、平凡社ライブラリー 

適宜、コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 江川隆男、『超人の倫理』、河出ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN329 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／身体学文献講読３ 

(Reading in Body and Theories 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Ender's Game and Philosophy 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Subculture と philosophy にかかわる文献を英語で読み，人文系の英語の理論書が読みこなせるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回出席者に順番にテキストを訳していってもらう。テキストはプリントして配布する。今年は Orson Scott Card の SF作品

Ender's Game （日本語訳はオースン·スコット·カード『エンダーのゲーム』早川 SF文庫、映画化されて DVD や Blueray も出てい

る）を扱った Ender's Game  and Philosophy という論文集からの抜粋を読む。必要に応じて映像教材も用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表と教員のコメント 

2. 学生による発表と教員のコメント 

3. 学生による発表と教員のコメント 

4. 学生による発表と教員のコメント 

5. 学生による発表と教員のコメント 

6. 学生による発表と教員のコメント 

7. 学生による発表と教員のコメント 

8. 学生による発表と教員のコメント 

9. 学生による発表と教員のコメント 

10. 学生による発表と教員のコメント 

11. 学生による発表と教員のコメント 

12. 学生による発表と教員のコメント 

13. 学生による発表と教員のコメント 

14. 学生による発表と教員のコメント 

 

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

配布されたプリントを事前に読んだ上で授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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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■HN331 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ａ１ 

(Advanced Research Seminar A1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会・こころ・からだについてテーマを見つける 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「現代社会の身体とこころ」についてさまざまな角度から考察できるようにする 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、「身体とこころ」についていくつかのトピックをあげて簡単な解説を行う。後半では、そのトピックの中から興味を持った

ものを選び、グループごとに文献や作品を収集してディスカッションを行い、その成果を発表する。 またそれぞれが卒業研究、卒

業論文につながるテーマを見つけ、これからの研究計画を立てられるよう、レクチャーを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 精神科診察室の「身体とこころ」 

3. ネットの中の「身体とこころ」 

4. こころは脳の一部なのか？ 

5. 『君の名は。」から考える「身体とこころ」 

6. テーマの決定とグループ作り 

7. グループワーク（１） 

8. グループワーク（２） 

9. グループワーク（３） 

10. グループ発表（１） 

11. グループ発表（２） 

12. グループ発表（３） 

13. 個人テーマをどう見つけるか 

14. まとめ 

 

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

「身体とこころ」を考える上で参考になると思った映像作品（映画、ドラマ、アニメ、ウェブの動画など）を２つ、文字作品（小説、エッ

セイ、マンガなど）を１つ以上選び、自分なりに説明できるようにしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及びグループ発表への参加(80%)/授業内の提出物(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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■HN332 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ａ２ 

(Advanced Research Seminar A2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会・からだ・こころについて研究を深め論文にまとめる 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会やそこに生きる人間の「身体とこころ」についての考察をさらに深めつつ、それぞれが選んだテーマを論文にまとめる力

を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では、論文の書き方について実習形式で学んだ後、自分の問題関心を論文にまとめる力を養う。後半は個人発表を中心に

行い、それぞれの成果を共有し議論することで、卒業論文や卒業制作に向けた準備を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文の書き方（１）テーマを選ぶ 

3. 論文の書き方（２）必要な情報を集める 

4. 論文の書き方（３）先行研究を探す 

5. 論文の書き方（４）分析を行う 

6. 論文の書き方（５）論文をまとめる 

7. ディカッションの仕方 

8. プレゼンの仕方 

9. 個人発表（１） 

10. 個人発表（２） 

11. 個人発表（３） 

12. 個人発表（４） 

13. 個人発表（５） 

14. まとめ 

 

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

自分の問題関心に関連する本を３冊以上選び、自分なりに説明できるようにしておく。授業開始以降は、前半については授業で

扱った内容の確認、後半は授業時間内に消化しきれなかった議論についての補足などを行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び個人発表への参加(70%)/授業内の提出物(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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■HN333 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｂ１ 

(Advanced Research Seminar B1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画作品の研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献講読を通して映画作品を論じるために不可欠な知識や技法を習得し、みずから批評や論文を執筆することで映画作品への

理解を深めます。 

各自の学修の成果を 4 年次の卒業論文にまとめることを最終目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、映画について文章を書くことに関して担当教員が導入的な講義を行います。続いて、映画作品を論じた内外の優れた文章

を厳選して講読します。分野を問わず、学術的論文もジャーナリスティックな評論も芸術的批評も対象とし、分野による文章の違

いも考察します。さらに、履修者各自が小規模な作品論を執筆して、発表と議論を行います。 

授業計画における文献講読と学生の発表の回数は、履修者の人数によって調整します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 担当教員による講義① 

3. 担当教員による講義② 

4. 文献講読① 

5. 文献講読② 

6. 文献講読③ 

7. 文献講読④ 

8. 文献講読⑤ 

9. 文献講読⑥ 

10. 学生の発表と討論① 

11. 学生の発表と討論② 

12. 学生の発表と討論③ 

13. 学生の発表と討論④ 

14. まとめ 

 

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

映画をたくさん（できるだけ系統的・集中的に）見て、映画だけでなく社会や歴史のことにも関心を持って本を読む習慣を身につけ

てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び発表(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示し、適宜、プリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業の運営に Blackboardを利用します。 

②月曜６・７限に、ロフト２（N636教室）で参考作品の全編上映を行なうことがあります。参加は任意ですが、大きなスクリーンでの

映画体験の機会として活用してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN334 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｂ２ 

(Advanced Research Seminar B2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画作品の研究 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「B1」に引き続き、文献講読を通して映画作品を論じるために不可欠な知識や技法を習得し、みずから批評や論文を執筆すること

で映画作品への理解を深めます。 

各自の学修の成果を 4 年次の卒業論文にまとめることを最終目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

まず、映画について文章を書くことに関して担当教員が「B1」よりも発展的な内容の講義を行います。続いて、映画作品を論じた

内外の優れた文章を厳選して講読します。分野を問わず、学術的論文もジャーナリスティックな評論も芸術的批評も対象とし、分

野による文章の違いも考察します。さらに、履修者各自が小規模な作品論を執筆して、発表と議論を行います。 

授業計画における文献講読と学生の発表の回数は、履修者の人数によって調整します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 担当教員による講義① 

3. 担当教員による講義② 

4. 文献講読① 

5. 文献講読② 

6. 文献講読③ 

7. 文献講読④ 

8. 文献講読⑤ 

9. 文献講読⑥ 

10. 学生の発表と討論① 

11. 学生の発表と討論② 

12. 学生の発表と討論③ 

13. 学生の発表と討論④ 

14. まとめ 

 

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

映画をたくさん（できるだけ系統的・集中的に）見て、映画だけでなく社会や歴史のことにも関心を持って本を読む習慣を身につけ

てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び発表(70%)/最終レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示し、適宜、プリントを配布します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

①授業の運営に Blackboardを利用します。 

②月曜６・７限に、ロフト２（N636教室）で参考作品の全編上映を行なうことがあります。参加は任意ですが、大きなスクリーンでの

映画体験の機会として活用してください。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN335 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｃ１ 

(Advanced Research Seminar C1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクノロジーと身体 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「テクノロジーと身体」という共通のテーマのもとに、参加者各自の関心（音楽、SF、哲学 etc.）を深めるためのテキストや映像を共

有する。「テクノロジーと身体」という問いの多面性を理解し、これまで以上に深い問いを立てられるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テキストについて教員が解説し, それを踏まえて参加者によって議論して, 理解を深めていく｡ テキストはプリントして配布する｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 人間、テクノロジーによって代補された存在 

アンドレ・ルロワ=グーランとベルナール・スティグレール 

2. テクノロジーの現象学 

ハイデガー、メルロ=ポンティ、アイディー 

3. 機械の神話 

ルイス・マンフォード 

4. 楽器、コミュニケーション拡張の道具 

5. 接続された身体 1 

デヴィッド・クローネンバーグ 

6. 接続された身体 2 

神山健治 

7. テクノロジーとしての音楽 

8. DJ カルチャー 

9. 無意識を扱うテクノロジー 

精神分析とシュルレアリスム 

10. 空間をめぐって 1 

都市、外部化された記憶 

11. 空間をめぐって 2 

芸術作品の空間 

12. 空間をめぐって 3 

サイバースペース、ヴァーチャルスペースとはどのような空間か 

13. 参加者の問題関心を深めるための議論 

14. まとめ 

 

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

卒論を書くことを前提に, 自分の問題関心を研ぎ澄ます必要がある｡ 広く文化史に関心を持って文献やヴィジュアル/サウンド資

料にあたること｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への取り組み(100%) 

 

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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■HN336 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｃ２ 

(Advanced Research Seminar C2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
テクノロジーと身体 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「テクノロジーと身体」という共通のテーマのもとに、参加者各自の関心（音楽、SF、哲学 etc.）を深めるためのテキストや映像を共

有する。「テクノロジーと身体」という問いの多面性を理解し、これまで以上に深い問いを立てられるようになることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

3 年次生は卒論執筆の前段階として，自分が卒論で取り扱うテーマに関する先行業績に対する書評論文を書く。そのための発表

を中心とする。4 年次生は，卒論に向けて中間発表を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による発表とディスカッション 

2. 学生による発表とディスカッション 

3. 学生による発表とディスカッション 

4. 学生による発表とディスカッション 

5. 学生による発表とディスカッション 

6. 学生による発表とディスカッション 

7. 学生による発表とディスカッション 

8. 学生による発表とディスカッション 

9. 学生による発表とディスカッション 

10. 学生による発表とディスカッション 

11. 学生による発表とディスカッション 

12. 学生による発表とディスカッション 

13. 学生による発表とディスカッション 

14. 学生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） 

論文の書き方を身につけるために先行業績をしっかり読み込み，また，自分でも少しずつでも良いから書き続けること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業への取り組み(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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■HN337 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｄ１ 

(Advanced Research Seminar D1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像身体論を展開する 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学の基本概念（表現、解釈、想像力、身体の触発、等々）をさらに展開して、各自のテーマや関心領域に即して､その表

現 (論文､発表､創作､等々) と思考する力を高めます｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期の前半は､主に講義中心ですが､そのなかでつねに問いを発することができるような仕方でまずは聴講してください｡という

のも､問いを発したり､問題を提起したりするなかで､はじめて各自のテーマが明確になり､それとともに批判的で創造的な表現が

可能となるからです｡学期の後半は､各自の口頭発表と担当講師のコメントが中心となります｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概説 

2. 各自のテーマ紹介と担当講師コメント 

3. 講義と学生からの質問 

4. 講義と学生からの質問 

5. 講義と学生からの質問 

6. 講義と学生からの質問 

7. 講義と学生からの質問 

8. 講義と学生からの質問 

9. 学生発表と担当講師コメント 

10. 学生発表と担当講師コメント 

11. 学生発表と担当講師コメント 

12. 学生発表と担当講師コメント 

13. 学生発表と担当講師コメント 

14. まとめ 

 

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

小冊子「何を〈映像身体学〉と呼ぶのか」を最初の授業に配布しますので、それを読んで、ここで述べられている考え方と自分が

関心を持っている事柄との接面を表現できるような学習をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発言、発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN338 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｄ２ 

(Advanced Research Seminar D2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像身体論を展開する 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

さらに秋学期では、精神 (イメージ､感情､等々) の能力についての､また身体の活動能力についての､哲学・思想における基本的

理解を深めるなかで､各自のテーマや関心領域に即して､その表現 (論文､発表､創作､等々) と思考する力を高めます｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

学期の前半は､主に講義中心ですが､そのなかでつねに問いを発することができるような仕方でまずは聴講してください｡というの

も､問いを発したり､問題を提起したりするなかで､はじめて各自のテーマが明確になり､それとともに批判的で創造的な表現が可

能となるからです｡学期の後半は､各自の口頭発表と担当講師のコメントが中心となります｡ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概説 

2. 各自のテーマ紹介と担当講師コメント 

3. 講義と学生からの質問 

4. 講義と学生からの質問 

5. 講義と学生からの質問 

6. 講義と学生からの質問 

7. 講義と学生からの質問 

8. 講義と学生からの質問 

9. 学生発表と担当講師コメント 

10. 学生発表と担当講師コメント 

11. 学生発表と担当講師コメント 

12. 学生発表と担当講師コメント 

13. 学生発表と担当講師コメント 

14. まとめ 

 

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

その都度の授業で行ったことを自分なりに再表現できるような学習を心掛けてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発言、発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、コピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

その都度、指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 243 - 

■HN339 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｅ１ 

(Advanced Research Seminar E1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
気の宇宙観 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 古代中国人が「気」の観念でとらえた身体と世界を理解し，現代の社会における問題点を見極め，どのような生き方が理想的で

あるかを模索する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 現代の東洋哲学者・石田秀実の著作『気のコスモロジー』を中心に読み進めながら，古代の中国人が「気」の観念でとらえた身

体・世界と，今日の我々が認識している身体・世界とを比較する。 

 授業はいずれも教員の講義と担当者の報告と全員の意見交換によって進めてゆく。担当者は，古典文献の訳注や授業中に紹

介する文献を参考にして，自分で選んだテーマもしくは与えられた課題について調べ，授業時に報告する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 客観視は可能か 

3. 「私」とは 

4. ミミズはコンピュータを超えるか 

5. オイゲン・ヘリゲルの弓 

6. 内部観測とは 

7. 脳の知と身体の知 

8. 分けてもわからない 

9. 絵画の中の時間と空間 

10. 「存在」という思考の不在 

11. 線的時間の不在 

12. クオリア 

13. 語りうることと語りえぬこと 

14. まとめ 

 

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

指定された箇所を精読してくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容および授業参加への積極的な態度(70%)/授業最終日に提出する小レポート(30%) 

報告内容および授業参加への積極的な態度（70％） 授業最終日に提出する小レポート（30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 石田秀実、『気のコスモロジ―』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. オイゲン・ヘリゲル、『日本の弓術』 

2. 福岡伸一、『世界は分けてもわからない』、講談社 

3. 『荘子』 

4. 『淮南子』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN340 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｅ２ 

(Advanced Research Seminar E2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『老子』と欲望 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 睦美(TAKAHASHI 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

諸子百家の書のひとつ、『老子』では、五感の欲望のままふるまうことは自身を損なうことになると戒められている。『老子』におい

て、人間の欲求はどのように捉えられていたのか、そして、理想的な在り方とはいかなるものであったのかについて学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『史記』では儒教の祖である孔子と同時期の人物であるとされながら、その実在すらも疑問視される老子。しかしその著とされる

『老子』の中には、現代人にとっても有益な考え方がたくさんある。その中でも特に「欲望」というテーマに即して『老子』を読んでみ

たい。授業では訳本を参考にしつつ『老子』を精読していく。担当者の発表と、受講者全員による検討で考察を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ① オリエンテーション 

2. ② 老子の伝記（その時代と人物像） 

3. ③ 書物としての『老子』 

4. ④ 『老子』と欲望 

5. ⑤ 『老子』精読① 五感の欲望に関わる資料探索 

6. ⑥ 『老子』考察① 

7. ⑦ 『老子』精読② 勝利欲に関わる資料探索 

8. ⑧ 『老子』考察② 

9. ⑨  『老子』精読③  領土欲に関わる資料探索 

10. ⑩   『老子』考察③ 

11. ⑪   『老子』精読④ 「善」であろうとする欲望に関わる資料探索 

12. ⑫   『老子』考察④ 

13. ⑬   『老子』精読⑤ テーマ自由 

14. ⑭  『老子』考察⑤ まとめ 

 

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

担当時の準備 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業開始時に配布 

 

参考文献（Readings） 

授業開始時に指示しますが、『老子』の現代語訳を一冊用意することが望ましい。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN341 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｆ１ 

(Advanced Research Seminar F1) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像「と」身体。この「と」をめぐって、〈映像身体学〉における問いは立てられるはずです。「と」はそれぞれの項を分断するかと思

えば、接続させもします。あるいは、それらを共起させたり、分岐させることもあるでしょう。この「と」の使用法を学び、対象に対し

てどこまでも知覚と思考を深くしていくことで、自らに固有の問いを適切に立てられるようにすることが目標です。その意味で、この

演習は、〈映像身体学〉を各人がそれぞれのやり方で生きる実践の場としてあります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が自らの関心に基づいて選んだテーマや具体的な映像作品などを取り上げ、発表してもらい、発表内容に対して担当教

員が意見、所感、助言を述べたのち、出席者全員による自由な討議に入ります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自のテーマ紹介 

2. 学生による口頭発表と全体討論 

3. 学生による口頭発表と全体討論 

4. 学生による口頭発表と全体討論 

5. 学生による口頭発表と全体討論 

6. 学生による口頭発表と全体討論 

7. 学生による口頭発表と全体討論 

8. 学生による口頭発表と全体討論 

9. 学生による口頭発表と全体討論 

10. 学生による口頭発表と全体討論 

11. 学生による口頭発表と全体討論 

12. 学生による口頭発表と全体討論 

13. 学生による口頭発表と全体討論 

14. まとめー映像身体学とは何か 

 

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

『映像と文化 知覚の問いに向かって』（2016 年）をよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みと口頭発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

口頭発表や質疑応答、全体討論に応じて適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN342 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｆ２ 

(Advanced Research Seminar F2) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像「と」身体。この「と」をめぐって、〈映像身体学〉における問いは立てられるはずです。「と」はそれぞれの項を分断するかと思

えば、接続させもします。あるいは、それらを共起させたり、分岐させることもあるでしょう。この「と」の使用法を学び、対象に対し

てどこまでも知覚と思考を深くしていくことで、自らに固有の問いを適切に立てられるようにすることが目標です。その意味で、この

演習は、〈映像身体学〉を各人がそれぞれのやり方で生きる実践の場としてあります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者が自らの関心に基づいて選んだテーマや具体的な映像作品などを取り上げ、発表してもらい、発表内容に対して担当教

員が意見、所感、助言を述べたのち、出席者全員による自由な討議に入ります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 各自のテーマ紹介 

2. 学生による口頭発表と全体討論 

3. 学生による口頭発表と全体討論 

4. 学生による口頭発表と全体討論 

5. 学生による口頭発表と全体討論 

6. 学生による口頭発表と全体討論 

7. 学生による口頭発表と全体討論 

8. 学生による口頭発表と全体討論 

9. 学生による口頭発表と全体討論 

10. 学生による口頭発表と全体討論 

11. 学生による口頭発表と全体討論 

12. 学生による口頭発表と全体討論 

13. 学生による口頭発表と全体討論 

14. まとめ――映像身体学とは何か 

 

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

『映像と文化 知覚の問いに向かって』（2016 年）をよく読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組みと口頭発表(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

口頭発表や質疑応答、全体討論に応じて適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN343 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｇ１ 

(Advanced Research Seminar G1) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈映像身体学〉とは、映像と身体という問題系を通して、ひとりひとりが自らの問いをたてて回答していくための学びであり、思考の

領域です。そのような〈映像身体学〉に向かうための、学問的基礎と展開の方法とを学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な映像を取り上げ、機械が生み出す知覚たる機械映像と人間の身体との連関について議論し学んでいきます。最終的に

は、この連関を学ぶことにどのような意義があり、それを各人がどのように展開していけるのかを思考できるところにまで到達す

ることを目指しています。授業は、前半では、この連関の基礎を確認するための講義と文献講読とをおこない、後半では、学生自

身が対象を選び（主に映像作品とする）、発表をおこなってもらい、みなで議論をして進めていきます。担当者は、写真を中心とす

る映像作品によって問題提起をおこないますので、写真についても積極的に学んでください。なお、学生の発表では写真のみな

らず映画、テレビ、インターネット動画など各人が自由に映像を選び、自ら問いを提起しておこなってもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読『映像と身体』より 

3. 文献講読『映像と身体』より 

4. 映像身体学の基礎１ 

5. 映像身体学の基礎２ 

6. 映像身体学研究事例 

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. まとめ――映像身体学とは何か 

 

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

『映像と身体』（せりか書房、2008 年）を読んだうえで、自身のテーマを明確にしておくことが望ましい。また、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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/授業に取り組む姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN344 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｇ２ 

(Advanced Research Seminar G2) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

〈映像身体学〉とは、映像と身体という問題系を通して、ひとりひとりが自らの問いをたてて回答していくための学びであり、思考の

領域です。そのような〈映像身体学〉に向かうための、学問的基礎と展開の方法とを学びます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

具体的な映像を取り上げ、機械が生み出す知覚たる機械映像と人間の身体との連関について議論し学んでいきます。最終的に

は、この連関を学ぶことにどのような意義があり、それを各人がどのように展開していけるのかを思考できるところにまで到達す

ることを目指しています。授業はまず、この連関の基礎的理解を深めるための文献講読とをおこない、次いで、学生自身が対象

（主に映像作品とする）を自由に選んで発表をおこなってもらい、みなで議論をして進めていきます。担当者は、写真を中心とする

映像作品によって問題提起をおこないますので、写真についても積極的に学んでください。なお、学生の発表では写真のみなら

ず映画、テレビ、インターネット動画など各人が自由に映像を選び、自ら問いを提起しておこなってもらいます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読――身体の知覚、機械の知覚について 

3. 文献講読――映像身体学の目的と意義 

4. 映像身体学研究事例 

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. まとめ――映像身体学とは何か 

 

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

各自のテーマを一層深化させておくこと。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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/授業に取り組む姿勢(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

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)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN345 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｈ１ 

(Advanced Research Seminar H1) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ダンスを含む様々なジャンルのアート表現だけでなく政治・文化など、社会全般の流れを意識しながら、今日の舞台に於ける表現

及びダンスの可能性について考察する。また特別な訓練を経た特権的な身体の表現としてだけでなく、ヒエラルキーを排した身

体によって開かれていくダンスや表現の可能性を模索しながら、いわゆるデモクラシーの身体によっても再現可能なシステム、コ

レオグラフについて研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は西洋のダンスコンテキスト、主にポストモダンダンス以降の研究と身体訓練を往復しながら身体表現を探る。毎回

テーマに沿ったクリエーションをグループワーク中心に行い、そこで生まれた表現についてディスカッションとリクリエーションを重

ね、ダンスとは何か、そしてダンスはいつ生まれるのかについて考察を深める。後半は前半の授業から見えてきたテーマ、コンセ

プトをもとに作品制作を進める。尚、授業計画は授業を進めていく中で授業内容や発表形態が変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ポストモダンダンス①：タスク。 

2. ポストモダンダンス②：タスク。 

3. ポストモダンダンス③：コンタクト。 

4. コンテンポラリーモダンダンス①：インプロヴィゼーション。 

5.  コンテンポラリーモダンダンス②：ドイツ表現主義 

6. コンテンポラリーモダンダンス③：ノン・ダンス。 

7. コミュニティーダンス、武道、民俗芸能、老いの身体について。 

8. 発表に向けたコンセプト作り及びリサーチ。 

9. 発表に向けた制作。 

10. 発表に向けた制作。 

11. .発表に向けたワーク・イン・プログレス。 

12. 発表に向けた制作。 

13. 発表に向けた制作。 

14. 上演及び合評  

 

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

自主的に身体トレーニングに取り組んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業時の積極性(50%)/発表に至る取り組み及び内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN346 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｈ２ 

(Advanced Research Seminar H2) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ダンスを含む様々なジャンルのアート表現だけでなく政治・文化など、社会全般の流れを意識しながら、今日の舞台に於ける表現

及びダンスの可能性について考察する。また特別な訓練を経た特権的な身体の表現としてだけでなく、ヒエラルキーを排した身

体によって開かれていくダンスや表現の可能性を模索しながら、いわゆるデモクラシーの身体によっても再現可能なシステム、コ

レオグラフについて研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半は西洋のダンスコンテキスト、主にポストモダンダンス以降の研究と身体訓練を往復しながら身体表現を探る。毎回

テーマに沿ったクリエーションをグループワーク中心に行い、そこで生まれた表現についてディスカッションとリクリエーションを重

ね、ダンスとは何か、そしてダンスはいつ生まれるのかについて考察を深める。後半は前半の授業から見えてきたテーマ、コンセ

プトをもとに作品制作を進める。尚、授業計画は授業を進めていく中で授業内容や発表形態が変更されることがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  ポストモダンダンス①：タスク。 

2. ポストモダンダンス②：タスク。 

3. ポストモダンダンス③：コンタクト。 

4.  コンテンポラリーモダンダンス①：インプロヴィゼーション。 

5. コンテンポラリーモダンダンス②：ドイツ表現主義。 

6. コンテンポラリーモダンダンス③：ノン・ダンス。 

7. コミュニティーダンス、武道、民俗芸能、老いの身体について。 

8. 発表に向けたコンセプト作り及びリサーチ。 

9. 発表に向けた制作。 

10. 発表に向けた制作。 

11. 発表に向けたワーク・イン・プログレス。 

12. 発表に向けた制作。 

13. 発表に向けた制作。 

14. .上演及び合評。 

 

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

自主的に身体トレーニングに取り組んでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業時の積極性(50%)/発表に至る取り組み及び内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN347 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｉ１ 

(Advanced Research Seminar I1) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇的であることとはどういうことでしょうか。 

私たちの日々の生活においては劇的ではないこともあるでしょう。ほとんどの時間がそうかもしれません。退屈な日常と言ったりし

ます。では，劇的であることとそうでないことの分かれ目のようなものがあるのでしょうか。劇を感じるときというのは，どういうこと

になっているのでしょうか。何に，私たちの身体は劇的に反応するのでしょうか。 

「劇」の性質について考える授業にしたいと思います。演劇作品の批評や創作過程を通して，実践的に考察すること。それは「演

劇」という媒体自身への問いかけにもなると思います。もちろん，演劇以外の分野，文学，映画，美術，音楽のなかにも「劇」であ

ることの秘密はあるように思われます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短編戯曲の創作や演出プランの発表，パフォーマンスの試演をおこなうなかで，「劇」についての討議をし，レポートを書いてもら

う。あるいは，すでに創作された演劇作品への批評を書くことを通して，「劇」であることへの考察をする。 

また，現実の社会問題や文学，映画，美術，音楽などの中から「劇」的なるものを発見し，そのことへの考察と論評をおこなう。 

今年度の春学期は，海外の戯曲を松田が演出し，ロフト１で上演する。 

以下に授業計画を示すが，おおまかな指針であり，必ずしもこの通りには進まない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戯曲選定。話し合い。本読み。 

2. 読み合わせ。 

3. 読み合わせ。配役。スタッフ等を決める。 

4. リハーサル 

5. リハーサル 

6. リハーサル 

7. リハーサル 

8. リハーサル 

9. リハーサル 

10. リハーサル 

11. リハーサル 

12. リハーサル 

13. 上演 

14. 合評 

 

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

戯曲をよく読み，台詞を覚える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN348 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｉ２ 

(Advanced Research Seminar I2) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇的であることとはどういうことでしょうか。 

私たちの日々の生活においては劇的ではないこともあるでしょう。ほとんどの時間がそうかもしれません。退屈な日常と言ったりし

ます。では，劇的であることとそうでないことの分かれ目のようなものがあるのでしょうか。劇を感じるときというのは，どういうこと

になっているのでしょうか。何に，私たちの身体は劇的に反応するのでしょうか。 

「劇」の性質について考える授業にしたいと思います。演劇作品の批評や創作過程を通して，実践的に考察すること。それは「演

劇」という媒体自身への問いかけにもなると思います。もちろん，演劇以外の分野，文学，映画，美術，音楽のなかにも「劇」であ

ることの秘密はあるように思われます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

短編戯曲の創作や演出プランの発表，パフォーマンスの試演をおこなうなかで，「劇」についての討議をし，レポートを書いてもら

う。あるいは，すでに創作された演劇作品への批評を書くことを通して，「劇」であることへの考察をする。 

また，現実の社会問題や文学，映画，美術，音楽などの中から「劇」的なるものを発見し，そのことへの考察と論評をおこなう。 

今年度の秋学期は，日本の戯曲を松田が演出し，ロフト１で上演する。 

以下に授業計画を示すが，おおまかな指針であり，必ずしもこの通りには進まない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 戯曲選定。話し合い。本読み。 

2. 読み合わせ。 

3. 読み合わせ。配役。スタッフ等を決める。 

4. リハーサル 

5. リハーサル 

6. リハーサル 

7. リハーサル 

8. リハーサル 

9. リハーサル 

10. リハーサル 

11. リハーサル 

12. リハーサル 

13. 上演 

14. 合評 

 

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

戯曲をよく読み、台詞を覚える。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN349 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｊ１ 

(Advanced Research Seminar J1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像作品を作る 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

具体的に映像作品の製作に関わることで，映画を見ることで映画ならではの独自の空間と時間，演技などに対する思考を深め

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

こちらが用意したテキストや学生諸君が書いたシナリオをもとに，自分たちで演じ，演出・撮影をしてみる。さらに撮ったものを自分

たちで編集し，出来上がったものを大きなスクリーンで見て，相互に批評し合う。その上で場合によっては、もう一度，別な演技や

様々な演出を試すためにリテイクや追加撮影を行ってみる。完成したひとつの作品を作りあげること以上に，なによりもこうした試

行錯誤を繰り返すプロセスこそ大切にしたい。また卒業制作に向けて劇場公開中の映画を映画館で見てもらった上で、映画批評

を書いてもらい、関係者をゲストで招き、学生たちと質疑応答してもらう場合もある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 演出、撮影と相互批評① 

3. 演出、撮影と相互批評② 

4. 演出、撮影と相互批評③ 

5. 演出、撮影と相互批評④ 

6. 演出、撮影と相互批評⑤ 

7. 演出、撮影と相互批評⑥ 

8. 演出、撮影と相互批評⑦ 

9. 演出、撮影と相互批評⑧ 

10. 演出、撮影と相互批評⑨ 

11. 演出、撮影と相互批評⑩ 

12. 演出、撮影と相互批評⑪ 

13. 演出、撮影と相互批評⑫ 

14. 総括 

 

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

（予習・復習） 企画立案、ロケハン、撮影諸準備、撮影、編集。 

（その他）卒制に向けて企画立案。プロット作り。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業への取り組み(60%)/映像作品、レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ロベール・ブレッソン、初版 1987、『シネマトグラフ覚書 映画監督のノート』、筑摩書房 

2. 塩田明彦、2014、『映画術 その演出はなぜ心をつかむのか』、イースト・プレス 

3. 蓮實重彦、2017、『ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために』、ちくま学芸文庫 

4. 小川紳介、2012、『映画を穫る ドキュメンタリーの至福を求めて』、太田出版 

5. 三宅隆太、2015、『スクリプトドクターの脚本教室・初級編』、新書館 

6. 三宅隆太、2016、『スクリプトドクターの脚本教室・中級編』、新書館 

7. アルフレッド・ヒッチコック、フランソワ・トリュフォー、『定本 映画術 ヒッチコック／トリュフォー 映画術』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HN350 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｊ２ 

(Advanced Research Seminar J2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
演出の探求と脚本執筆 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業制作を見据えてのシナリオ作成 

 

授業の内容（Course Contents） 

夏期休暇中に書き上げた企画、プロットを元に、卒業制作へ向けて，教員だけでなく受講している他の学生との対話を通じて，シ

ナリオを書き上げ、改稿していく。できればシナリオにある場面を，同じワークショップの学生たちの協力をえて，具体的に演出し

てみる。卒業制作で映像作品を作りあげること（同時に副論文も書かなければならない）は，就職活動の時期とも重なり，時間的

にも金銭的にも負担が大きい。しかも他人を巻き込む度量も重要になる。かなりの覚悟が必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 30 分前後の映像作品を見て、それをシナリオに書き起こす 

2. 学生が書いたプロット、シナリオの相互批評① 

3. 学生が書いたプロット、シナリオの相互批評② 

4. 学生が書いたプロット、シナリオの相互批評③ 

5. プロット、シナリオの中のワンシーンを演出する① 

6. プロット、シナリオの中のワンシーンを演出する② 

7. 課題映像作品の分析、討議 

8. シナリオ講評① 

9. シナリオ講評② 

10. シナリオ講評③ 

11. シナリオの一部を演出する① 

12. シナリオの一部を演出する② 

13. シナリオの一部を演出する③ 

14. 総括 

 

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

具体的に卒業制作で作りたい映画のアイデアを、プロットや企画書の形にする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

提出したプロット、または脚本(50%)/出席及び授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は、専門演習 J1 を参照のこと。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN351 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｋ１ 

(Advanced Research Seminar K1) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の製作を通して, 劇映画における ｢劇｣ の構成と, ｢劇｣ を具体化する芝居と画面と音声の演出について, 実践的に探求

する｡ 

合わせて, 卒業制作（25 分以上の劇映画）と制作論文を指導する。卒業論文の指導は行わない。卒論を書く者は履修対象者とし

ないので注意すること｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

「劇」の構成については, シナリオの開発, 作成を実践する｡ 芝居と画面と音声の演出については, 芝居の組み立て (リハーサ

ル) , 芝居の切り取り (撮影) , 芝居の再統合 (編集) を実践する｡  

監督希望者だけでなく, カメラや音声などのスタッフやキャストを希望する者も歓迎する。ただし, いずれの場合も授業への積極

的な参加意欲を持つことが必須である。授業時間を延長して, または授業時間以外に, リハーサル・撮影・編集・講評等を行う場

合が多々ある｡ 木曜日 5 限以降はやむを得ない場合を除いて, 絶対に空けておくこと。 

以下の授業計画はあくまでも予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題（１）の提示 

2. 課題に取り組む 

3. 課題に取り組む 

4. 課題に取り組む 

5. 課題に取り組む 

6. 課題発表と講評（１）  

7. 課題発表と講評（２）  

8. 課題（２）の提示 

9. 課題に取り組む  

10. 課題に取り組む  

11. 課題に取り組む  

12. 課題に取り組む  

13. 課題発表と講評（１） 

14. 課題発表と講評（２） 

 

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

課題制作のためのあらゆる準備。ただし, それは「学習」ではなく「実践」と認識してください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題制作を通してどれだけ「劇映画」に迫れたかの度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に見るべき映画を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN352 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｋ２ 

(Advanced Research Seminar K2) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の製作を通して, 劇映画における ｢劇｣ の構成と, ｢劇｣ を具体化する芝居と画面と音声の演出について, 実践的に探求

する｡ 

合わせて, 卒業制作（25 分以上の劇映画）と制作論文を指導する。卒業論文の指導は行わない。卒論を書く者は履修対象者とし

ないので注意すること｡  

 

授業の内容（Course Contents） 

「劇」の構成については, シナリオの開発, 作成を実践する｡ 芝居と画面と音声の演出については, 芝居の組み立て (リハーサ

ル) , 芝居の切り取り (撮影) , 芝居の再統合 (編集) を実践する｡  

監督希望者だけでなく, カメラや音声などのスタッフやキャストを希望する者も歓迎する。ただし, いずれの場合も授業への積極

的な参加意欲を持つことが必須である。授業時間を延長して, または授業時間以外に, リハーサル・撮影・編集・講評等を行う場

合が多々ある｡ 木曜日 5 限以降はやむを得ない場合を除いて, 絶対に空けておくこと。 

以下の授業計画はあくまでも予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 課題（１）の提示 

2. 課題に取り組む 

3. 課題に取り組む 

4. 課題に取り組む 

5. 課題に取り組む 

6. 課題発表と講評（１）  

7. 課題発表と講評（２）  

8. 課題（２）の提示 

9. 課題に取り組む  

10. 課題に取り組む  

11. 課題に取り組む  

12. 課題に取り組む  

13. 課題発表と講評（１） 

14. 課題発表と講評（２） 

 

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

課題制作のためのあらゆる準備。ただし, それは「学習」ではなく「実践」と認識してください。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題制作を通してどれだけ「劇映画」に迫れたかの度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業時に見るべき映画を提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN353 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｌ１ 

(Advanced Research Seminar L1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原理としての日本（１） 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の思想・信仰・文化・民俗・歴史などの連なりの中から《映像身体学の実践》として、現代に有効な「方法と原理」を見出す訓

練を行う。受講者はそこから卒業制作のテーマを独自に発見し準備を進める。従って本演習の受講者は、卒業制作の提出（映像

作品 or DTP作品）を必須とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

古代日本の信仰から始まる日本固有の文化や歴史などと深いレベルで接する。３年次では制作は行わず、担当教員による基礎

講義をとおして日本を考察していくための知的作法を身に付け、基礎知識としての柳田国男、柳宗悦、宮本常一などの主要文献

を講読する。４年次ではそれを複式的に継続するが、受講者は各自テーマと方法を選び、「現代を理解し創造し、生きる」ための

“根拠”を見出し、小論文、映像や DTPの小作品などで発表をする。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス 日本の古代〜中世における精神と創作の変遷①  

2. 日本の古代〜中世における精神と創作の変遷①  

3. 日本の古代〜中世における精神と創作の変遷②  

4. 日本の古代〜中世における精神と創作の変遷③  

5. 学生による口頭発表と全体討論  

6. 日本の中世〜近世における精神と創作の変遷①  

7. 日本の中世〜近世における精神と創作の変遷②  

8. 日本の中世〜近世における精神と創作の変遷③  

9. 学生による口頭発表と全体討論  

10. 日本の近世〜現代における精神と創作の変遷①  

11. 日本の近世〜現代における精神と創作の変遷②  

12. 日本の近世〜現代における 

13. 学生による口頭発表と全体討論  

14. 学生による口頭発表と全体討論  

 

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

既定の基礎文献（図書）を熟読すること。作品制作のための撮影・編集や DTPの技法などは必要に応じて入門技法は教示する

が、その実用使用のスキルはそれぞれが独習・向上させる。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(45%)/最終テスト(Final Test)(15%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 柳田国男、『遠野物語』、角川文庫 

2. 柳田国男、『山人論集成』、角川文庫 

3. 柳宗悦、『手仕事の日本」、岩波文庫 

4. 宮本常一、『忘れられた日本人』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 花田清輝、『日本のルネサンス人』、講談社文芸文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN354 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｌ２ 

(Advanced Research Seminar L2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
原理としての日本（２） 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の思想・信仰・文化・民俗・歴史などの連なりの中から《映像身体学の実践》として、現代に有効な「方法と原理」を見出す訓

練を継続する。受講者はそこから卒業制作のテーマを独自に発見し準備を進める。従って本演習の受講者は、卒業制作の提出

（映像作品 or DTP作品）を必須とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

幕末から現代にわたる日本の近代の思想や文化や歴史などと深いレベルで接する訓練を継続する。３年次では制作は行わず、

担当教員による講義をとおして日本の近代や個人を考察していくための知的作法を身に付け、基礎知識としての夏目漱石、岡倉

天心、内村鑑三などの主要文献を購読する。４年次では、受講者各自がテーマと方法を選び、「現代を理解し創造し生きる」ため

の“根拠”を見出し、小論文、映像や DTPの小作品などで発表する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス 

2. 日本の幕末〜明治における精神と創作の変遷① 

3. 日本の幕末〜明治における精神と創作の変遷② 

4. 日本の幕末〜明治における精神と創作の変遷③ 

5. 学生による口頭発表と全体討論 

6. 日本の明治〜大正における精神と創作の変遷① 

7. 日本の明治〜大正における精神と創作の変遷② 

8. 日本の明治〜大正における精神と創作の変遷③ 

9. 学生による口頭発表と全体討論 

10. 日本の近代〜現代における精神と創作の変遷① 

11. 日本の近代〜現代における精神と創作の変遷② 

12. 日本の近代〜現代における精神と創作の変遷③ 

13. 学生による発表と全体討論 

14. 学生による発表と全体討論 

 

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

既定の基礎文献（図書）を熟読すること。作品制作のための撮影・編集や DTP技法などは必要に応じて入門技法は教示する

が、その実用使用のスキルはそれぞれが独習向上させる。 

 

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） 

1. 夏目漱石、『私の個人主義」、岩波文庫 

2. 岡倉天心、『東洋の理想』、岩波文庫 

3. 内村鑑三、『代表的日本人』、岩波文庫 

 

参考文献（Readings） 

1. 河上徹太郎、『日本のアウトサイダー』、中公文庫 

2. 前田英樹、『民俗と民藝』、筑摩書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN355 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｍ１ 

(Advanced Research Seminar M1) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA 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） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

舞台芸術を社会に接続するための多様なアプローチを探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古来より演劇は、都市や共同体において、社会的芸術として機能してきた。私たちが暮らす現代の日本でも、その機能は果たし

て有効なのだろうか。この問いを検証するには、演劇をはじめとした「舞台芸術」が、今どのような社会システムの中で生産・上演

されているのか、その課題や限界も含めて問い直す必要があるだろう。この授業では、直接的に作品を創作する「演出家」や「俳

優」だけでなく、「企画者（プロデューサー）」や「鑑賞者／批評者」といった作品と社会をつなぐ存在も「表現者」と位置づけ、多様

化する芸術と社会の関係性とその可能性を、実践を通じてともに探っていく。そのため、大学の外部で行われている実際の公演

やプロジェクトにも目を向け、広い視野から舞台芸術にアプローチする姿勢に重心を置く予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事例検討 (1) 

3. 事例検討 (2) 

4. 事例検討 (3) 

5. 事例検討 (4) 

6. 事例検討 (5) 

7. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

8. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

9. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

10. 制作 

11. 制作 

12. 制作 

13. 発表 

14. 講評 

 

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

ほぼ毎週事前リサーチなど宿題あり。 

授業時間外もグループワークなどあり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびレポート提出状況(60%)/最終発表の達成度(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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■HN356 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｍ２ 

(Advanced Research Seminar M2) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

舞台芸術を社会に接続するための多様なアプローチを探求する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

古来より演劇は、都市や共同体において、社会的芸術として機能してきた。私たちが暮らす現代の日本でも、その機能は果たし

て有効なのだろうか。この問いを検証するには、演劇をはじめとした「舞台芸術」が、今どのような社会システムの中で生産・上演

されているのか、その課題や限界も含めて問い直す必要があるだろう。この授業では、直接的に作品を創作する「演出家」や「俳

優」だけでなく、「企画者（プロデューサー）」や「鑑賞者／批評者」といった作品と社会をつなぐ存在も「表現者」と位置づけ、多様

化する芸術と社会の関係性とその可能性を、実践を通じてともに探っていく。そのため、大学の外部で行われている実際の公演

やプロジェクトにも目を向け、広い視野から舞台芸術にアプローチする姿勢に重心を置く予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 事例検討 (1) 

3. 事例検討 (2) 

4. 事例検討 (3) 

5. 事例検討 (4) 

6. 事例検討 (5) 

7. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

8. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

9. リサーチ､ フィールドワーク､ 話し合い 

10. 制作 

11. 制作 

12. 制作 

13. 発表 

14. 講評 

 

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

ほぼ毎週事前リサーチなど宿題あり。 

授業時間外もグループワークなどあり。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席およびレポート提出状況(60%)/最終発表の達成度(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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■HN357 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｎ１ 

(Advanced Research Seminar N1) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

広義の表現活動（日常生活における身振りや、身体表現、描画行為など。料理なども含まれるかもしれない。外部から直接観察

できる人間の活動全てを含むことにする。）について、「身体と環境の関わり」もしくは「発達」という観点から学術的に考察できる

ようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この演習は「テキスト読解」「学生の自主的調査」の 2 本を軸に進めていく。「テキスト読解」では「身体と環境の関わり」「発達」に

ついて考察する上で基本となる文献を読んでいき、テキストを読み解く姿勢を見につけるとともに、演習全体で同じ理論的基盤を

共有する。「学生の自主的調査」では、まず広義の表現活動のなかで各自が興味関心を持てるテーマを設定する。その上で、テ

ーマに関連する先行研究などを各自調査し、その成果を発表、全体で討議することでテーマを焦点化し、深く掘り下げることを目

指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テキスト読解と学生の調査発表 

3. テキスト読解と学生の調査発表 

4. テキスト読解と学生の調査発表 

5. テキスト読解と学生の調査発表 

6. テキスト読解と学生の調査発表 

7. テキスト読解と学生の調査発表 

8. テキスト読解と学生の調査発表 

9. テキスト読解と学生の調査発表 

10. テキスト読解と学生の調査発表 

11. テキスト読解と学生の調査発表 

12. テキスト読解と学生の調査発表 

13. テキスト読解と学生の調査発表 

14. テキスト読解と学生の調査発表 

 

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

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、授業内発表(100%) 

 

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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■HN358 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｎ２ 

(Advanced Research Seminar N2) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

広義の表現活動（日常生活における身振りや、身体表現、描画行為など。料理なども含まれるかもしれない。外部から直接観察

できる人間の活動全てを含むことにする。）について、「身体と環境の関わり」もしくは「発達」という観点から学術的に分析する態

度を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

基本的にはＮ１の延長で授業を進め、「テキスト読解」はそのまま継続する。しかし、「学生の自主的調査」では、春学期で深化さ

せたテーマから問いを立てたうえで、実際に各自がデータを採取し、それを分析、発表することを目指す。データの分析に過大な

ものは求めないが、問いを立て、方法を決め、データを採取・分析、結果を考察する、という一通りの流れは経験する。その途中

経過も授業内で発表し、全員で討論するとともに担当教員が助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. テキスト読解と学生の調査発表 

3. テキスト読解と学生の調査発表 

4. テキスト読解と学生の調査発表 

5. テキスト読解と学生の調査発表 

6. テキスト読解と学生の調査発表 

7. テキスト読解と学生の調査発表 

8. テキスト読解と学生の調査発表 

9. テキスト読解と学生の調査発表 

10. テキスト読解と学生の調査発表 

11. テキスト読解と学生の調査発表 

12. テキスト読解と学生の調査発表 

13. テキスト読解と学生の調査発表 

14. テキスト読解と学生の調査発表 

 

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

適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、授業内発表(100%) 

 

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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■HN360 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像学文献講読１ 

(Reading in Image and Theories 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像について書かれた様々な文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(Kuroki Hidehusa) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像について書かれた様々な文献を読むことで、映像についての思考を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、フランスで書かれたもの（授業では翻訳を用います）を中心に、映像に関するさまざまな文章を丁寧に読んでいき

ます。適宜、映像作品を鑑賞し、その背景にも触れることで、読解を深めていきます。履修者には、映像について考える際の足が

かりを掴んでもらい、授業では自分なりの見解を述べてもらいます。授業で扱うテクストについては、履修者の人数と関心を踏ま

えて決定します。扱う予定の主な哲学者、批評家、映像作家は以下の通りです。サルトル、メルロ＝ポンティ、バルト、バザン、ブ

レッソン、ゴダール等々。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 文献講読 

8. 文献講読 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. まとめ 

 

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

毎回指定するテキストをしっかり読んでくること。知らないことについては調べておき、自分なりの考えが言えるように準備しておく

こと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・授業への取り組み(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

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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■HN361 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像学文献講読２ 

(Reading in Image and Theories 2) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真映像についての英語文献を読み、映像身体学の視座から写真映像への知見を深めるとともに、読む力を涵養する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、ニューヨーク近代美術館で 1960 年代から 90 年代頭までの三十年余の間、写真部局長を務めてアメリカ写真、ひい

ては現代写真のトレンドをかたちづくった、ジョン・シャーカフスキーのテクスト『The Photographer's Eye（写真家の眼）』の

「Introduction（序文）」を読む。『The Photographer's Eye』は、写真論では外せないものとして、広く知られるテクストである。もとも

とは 1964 年に開催された同名の写真展があり、それを 1966 年に図録にしたものだが、こんにちでもその内容は全く古びていな

い。本授業では、テクストの至るところに映像身体学の発想が埋め込まれ萌芽していることを確認しながら、写真の本質、並びに

具体的な写真の表現についても考察していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読 

3. 文献講読 

4. 文献講読 

5. 文献講読 

6. 文献講読 

7. 中間まとめ、写真表現の具体的展開（１） 

8. 写真表現の具体的展開（２） 

9. 文献講読 

10. 文献講読 

11. 文献講読 

12. 文献講読 

13. 文献講読 

14. まとめと最終テスト 

 

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

英語の習熟度については問いませんが、予習をしてのぞんでください。英語をあらかじめ読み、不明な内容等は調べておくように

しましょう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への取り組み（訳出担当と出席）(60%) 

 

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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■HN362 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像学文献講読３ 

(Reading in Image and Theories 3) 

担当者名 

（Instructor） 
篠儀 直子(SHINOGI 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画に関する文章の執筆方法について英語で書かれた文献を読みます。英文読解力の向上と，映画の分析的な見方、映画に

ついて書く方法の体系的取得が目的です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Timothy Corrigan, A Short Guide to Writing About Film, 9th ed., (Boston: Pearson, 2014)を読みます。映画についての文章（紹介

文，批評，学術論文など）の執筆方法について，学生向けの教科書として書かれた入門書的な本です。1 本の映画を分析するに

あたっては，スタイル面，主題面，映画史的な位置づけなど，さまざまな面からアプローチできますが，それらのアプローチ方法に

ついて簡潔に説明されています。また，文章を書く際の実際的な準備作業や構成方法なども書かれているため，本書の内容は，

日本語でレポートや論文を書く際にも広く役立つでしょう。 

授業時には，必要に応じて映像資料も参照し，参考文献（日本語・英語）のコピーも配付します。履修者には 1 文ずつの日本語

訳，または参考映像を参照しながらの要約文（日本語）の発表を行なってもらいます。どちらを要求するかは前の回の授業時に指

示します。また，要約文は課題として提出してもらうこともあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による発表 

3. 参加者による発表 

4. 参加者による発表 

5. 参加者による発表 

6. 参加者による発表 

7. 参加者による発表 

8. 参加者による発表 

9. 参加者による発表 

10. 参加者による発表 

11. 参加者による発表 

12. 参加者による発表 

13. 参加者による発表 

14. 参加者による発表 

 

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

各回の予習範囲は，前の回の授業時に指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献・取組み(30%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配付します。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示・配付します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN363 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／専門演習Ｏ１ 

(Advanced Research Seminar O1) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「上演」ということをキー・コンセプトとして、諸々の芸術や文化の実践を研究し、思考していくための基礎を身につけることを目的

とする。具体的には、卒業論文あるいは卒業制作につながるような問題意識を各自が発見し、それについての発表をしてもらうこ

とを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は主に「文献講読」と「学生による発表」の二つを組み合わせて進める。講読文献に関しては履修者の需要や希望も考慮し

て決めたいが、芸術学や文化研究に関する基礎的な文献を読む予定。発表に関しては、各自が自らの関心に基づいて発表を行

い、それをもとに全体で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および学生による発表 

3. 文献講読および学生による発表 

4. 文献講読および学生による発表 

5. 文献講読および学生による発表 

6. 文献講読および学生による発表 

7. 文献講読および学生による発表 

8. 文献講読および学生による発表 

9. 文献講読および学生による発表 

10. 文献講読および学生による発表 

11. 文献講読および学生による発表 

12. 文献講読および学生による発表 

13. 文献講読および学生による発表 

14. 文献講読および学生による発表 

 

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

指定された文献をあらかじめ読んでくる。また、直接授業時に扱うもの以外も含めて、リーディングの課題を出すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業時の取り組み(50%)/複数回の課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 268 - 

■HN364 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／専門演習Ｏ２ 

(Advanced Research Seminar O2) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC3320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「上演」ということをキー・コンセプトとして、諸々の芸術や文化の実践を研究し、思考していくための基礎を身につけることを目的

とする。春学期の発表テーマを深め、それを長文レポートや企画書などの何らかのアウトプットに結びつけることを具体的な目標

とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期と同様に、主に「文献講読」と「学生による発表」の二つを組み合わせて進める。講読文献に関しては履修者の需要や希

望も考慮して決めたいが、芸術学や文化研究に関する基礎的な文献を読む予定。発表に関しては、各自が自らの関心に基づい

て発表を行い、それをもとに全体で議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読および学生による発表 

3. 文献講読および学生による発表 

4. 文献講読および学生による発表 

5. 文献講読および学生による発表 

6. 文献講読および学生による発表 

7. 文献講読および学生による発表 

8. 文献講読および学生による発表 

9. 文献講読および学生による発表 

10. 文献講読および学生による発表 

11. 文献講読および学生による発表 

12. 文献講読および学生による発表 

13. 文献講読および学生による発表 

14. 文献講読および学生による発表 

 

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

指定された文献をあらかじめ読んでくる。また、直接授業時に扱うもの以外も含めて、リーディングの課題を出すことがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業時の取り組み(50%)/複数回の課題(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN403 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN403／現代演劇論１ 

(Contemporary Drama 1) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代演劇を取り巻く諸問題を、今日の思想や技術、芸術のより広範な状況との関わりの中で理解する。その上で、それらの諸問

題を、自ら思考していく基礎的な力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今日現代演劇を考える上で、またそもそも演劇という芸術形式の特性を考える上で重要だと思われる論点や概念を毎回いくつか

取り上げ、講義する。それらの論点や問題は美学的なものから社会的なもの、実作上の関心に関わるものから受容・研究の関心

に関わるものまで様々である。 

演劇史上の作品や言説も随時参照するが、体系的な知識の伝授は必ずしも目的ではない。今日の世界の中で、演劇という視点

からどのようなことが考えられるか。そうした思考を触発することが授業の狙いである。 

なお、受講者に発言を求めることもあるので、積極的な態度で参加してほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演出について（１） 

3. 演出について（２） 

4. 演技について（１） 

5. 演技について（２） 

6. 戯曲について（１） 

7. 戯曲について（２） 

8. 照明・音響・美術について 

9. 場所について 

10. 歴史について 

11. インタージャンルについて 

12. 演劇と社会（１） 

13. 演劇と社会（２） 

14. まとめ 

 

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

授業で紹介されたものに限らず、様々な上演に積極的に足を運んだり、様々な本に挑戦してください。「演劇」というジャンルにこ

だわらず様々な表現に触れてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(90%)/出席および授業への取り組み(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN404 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN404／現代演劇論２ 

(Contemporary Drama 2) 

担当者名 

（Instructor） 
横堀 応彦(YOKOBORI MASAHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

国内外で上演されている現代演劇の多様性を知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

国内外で上演されている舞台芸術作品（劇場外での上演も含まれる）の記録映像を見ながら、現代演劇の多様性を知る。前半の

授業（日本編１〜３・海外編１〜３）では主に 1990 年代以降に上演された作品および関連文献を取り上げ、現代演劇を見るため

の枠組（フレーム）について考える。後半の授業（日本編４〜６・海外編４〜６）ではここ数年間に国際的な舞台芸術フェスティバル

で上演された作品および関連文献を取り上げ、現代演劇の可能性について考える（２名のゲストスピーカーを招聘予定）。演劇に

関する予備知識のない学生の受講も歓迎する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 日本編１ 

3. 日本編２ 

4. 日本編３ 

5. 海外編１ 

6. 海外編２ 

7. 海外編３ 

8. インターミッション 

9. 日本編４ 

10. 日本編５ 

11. 日本編６ 

12. 海外編４ 

13. 海外編５ 

14. 海外編６ 

 

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

比較的長めの文献を読み、予め内容や疑問点を整理した上で毎週の授業に臨むことが求められる。その他、随時授業時に指示

する。 

演劇に関する予備知識は必要ないが、（ほぼ）毎週の授業で何かしらの提出物が課されるので、履修の際には注意すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/授業内に行う小レポートおよび授業内に指示した提出物(50%) 

欠席回数（15 分以上の遅刻は欠席とみなす）が５回を超えたものについては成績評価の対象としない。なお授業内に指示する提

出物には、実際の観劇が必要となるレポートが含まれる。 

 

テキスト（Textbooks） 

特に指定しない。毎回プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

随時授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN420 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術論１ 

(Technique of Cinema & Video 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像作品における音響基礎 

担当者名 

（Instructor） 
川口 陽一(KAWAGUCHI 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像作品における音響に関して、機材に関する基礎的な知識と技術の習得ならびに、その役割について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映像において音響の果たす役割について実践的に考える。 

この授業では、実際に音を収録し、その音を確かめながら仕上げていくまでの基礎を学習する。 

具体的にはマイク、レコーダーなどの基本的な知識と技術、ならびに映像編集ソフトを用いての仕上げの基礎の習得を目標とす

る。 

もちろん音響のみで映像作品は成立するものではない。そこで、数人のグループを作り、ごく短い映像作品の撮影と仕上げをす

るワークショップを行う。それを通して音響の視点から映像について考えることとなる。 

したがって、授業への受け身ではない積極的な参加が必要である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. インントロダクション 

2. 映像作品の音について考える(1) 

3. 映像作品の音について考える(2) 

4. 演習(1) 

5. 演習(2) 

6. 演習(3) 

7. 映像作品の音について考える(3) 

8. 映像作品の音について考える(4) 

9. 演習(4) 

10. 演習(5) 

11. 演習(6) 

12. 演習(7) 

13. 演習(8) 

14. まとめ 

 

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

必要に応じて授業時に指示する。 

授業時間内で学べることは限られている。各自自主的な取り組みをすることが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席及び授業への取り組み(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN421 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術論２ 

(Technique of Cinema & Video 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大川 景子(OKAWA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画における編集の役割と可能性を分析し、その考えを言語化できるようになること。 

更に実践によって技術を習得し、思考的にも感覚的にも編集を理解すること。 

他のチームが編集したものを鑑賞し講評できるようになること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

①分析する。毎回のテーマに基づいた映画のシーンの抜粋を鑑賞し、全員でその編集を考察してみる。②実践。５名ほどのグル

ープに分かれて学科保有の機材を用いてカットつなぎを実践してみる。（使用する素材のカットはこちらから内容やカット割りを提

示するので、担当になったチームが撮影して用意する。）③発表。チームごとに編集の意図を説明して発表する。④講評。全員で

それぞれのチームがつなげたものを講評する。 

映画作りに（もちろん編集にも）決まった答えはありません。互いに意見やアイディアを自由に出し合いながら編集に対する興味

を深め、思考を重ねていくことを重要にしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・チーム分け 

2. テーマ①「サスペンスと編集」抜粋の鑑賞と分析 

3. テーマ①「サスペンスと編集」撮影・編集 1 

4. テーマ①「サスペンスと編集」編集 2 

5. テーマ①「サスペンスと編集」発表と講評 

6. テーマ②「モンタージュ編集 音楽に合わせた編集」抜粋の鑑賞と分析 

7. テーマ②「モンタージュ編集 音楽に合わせた編集」撮影・編集 1 

8. テーマ②「モンタージュ編集 音楽に合わせた編集」編集 2 

9. テーマ②「モンタージュ編集 音楽に合わせた編集」発表と講評 

10. テーマ③「間を生かす 作品のリズムと呼吸」ラッシュ素材の試写と分析 

11. テーマ③「間を生かす 作品のリズムと呼吸」編集 1 

12. テーマ③「間を生かす 作品のリズムと呼吸」編集 2 

13. テーマ③「間を生かす 作品のリズムと呼吸」発表と講評 

14. まとめ 

 

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

撮影や編集の技術や経験は特になくても問題ない。 

場合によっては編集の素材となる簡単なカットの撮影授業外で撮影して準備する必要の可能性があるが、その場合は候補者を

募る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への出席及び授業への取り組み(70%)/リアクションぺーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ウォルター・マーチ、2008、『映画の瞬き 映像編集という仕事』、フィルムアート社 (ISBN:4845908204) 

2. ゲイブリエラ・オールドハム 編、1998、『ファースト・カット』、フィルムアート社 (ISBN:4845998823) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN424 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN424／映像人類学 

(Visual Anthropology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像にみる人類と文化の諸相 

担当者名 

（Instructor） 
村尾 静二(MURAO 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義では、映像作品を文化人類学の視点を交えて読み解くことにより、文化の多様性を知り、人類にとって文化とは何かを理

解し、それを受講者が自身の関心に応用できるようになることを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

映画と文化人類学はともに 19世紀後半に体系化が始まり、その後も多くの研究を共有してきました。その交点にあるのが映像

人類学です。本講義では、これまで様々な時代、地域、視点により制作されてきた民族誌映画をテクストにして、映像人類学の理

論と実践の両方について講義します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション − 人類とイメージの起源 

2. 人類と映像のファーストコンタクト 

3. 世界の周縁の劇化と植民地主義 

4. ドキュメンタリー映画の形成 − 映画による社会の視覚的構成 

5. 映像人類学の確立（１）映像に捉えられた文化の規範 

6. 映像人類学の確立（２）映像に捉えられた民族の心性 

7. ジャン・ルーシュ（１）科学に宿る詩的なもの 

8. ジャン・ルーシュ（２）現実に宿る演劇性 

9. 戦争の記録、民族の記憶 

10. 映像人類学のポスト構造主義的展開（１）旅・移動 

11. 映像人類学のポスト構造主義的展開（２）ジェンダー 

12. グローバル化する世界と先住民メディアの現在 

13. 撮ること、撮られること − 世界で描かれてきた日本の諸相 

14. まとめ — 映像と文化の倫理 

 

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

文化人類学の基本的問題について準備学習し、映像人類学について関心を明らかにすること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業内レポート(70%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、資料を配付します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 村尾静二・箭内匡・久保正敏（編）、2014、『映像人類学（シネ・アンスロポロジー） - 人類学の新たな実践へ』、せりか書房 

(ISBN:978-4-7967-0333-8) 

2. 綾部恒雄・桑山敬己（編）、2010 年、『よくわかる文化人類学』、ミネルヴァ書房 (ISBN:978-4-623-05696-5) 

その他は授業内で紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN425 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN425／ジェンダー文化論 

(Gender Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像と音楽からジェンダーとセクシュアリティについて考える 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像や音楽を通してジェンダーやセクシュアリティに関する現代的理論への理解を深め、翻って身の回りに溢れるヴィジュアルや

サウンドをこれらの理論的観点から批判的にとらえられるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな音楽やその PV、また映画を通して、それらについて、またそれらから触発されたジェンダー/セクシュアリティ理論を取

り上げ検討する。講義形式で行い、適宜映像や音響教材を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジェンダー/セックス/セクシュアリティの区別について 

2. フェミニズム（第一波、第二波、第三波、そしてその後） 

3. レディ·ガガの衝撃 1 

4. レディ·ガガの衝撃 2 

5. レディ·ガガの先行者たち 

マドンナ 

6. フェミニスト·ミュジコロジー 

スーザン·マクレアリ 

7. レディ·ガガの先行者たち 

ボウイ、プリンス 

8. クイア·ミュジコロジー 

ブリテンのセクシュアリティは彼の作品とどう関係するのか 

9. デレク·ジャーマン 1 

ザ·スミス、モリッシー 

10. デレク·ジャーマン 2 

カラヴァッジョ 

11. デレク·ジャーマン 3 

AIDS アクティヴィズム 

12. デレク·ジャーマン 4 

13. ポストヒューマン·エコロジー 

14. まとめ 

 

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

さまざまなヴィジュアルとサウンドに身を曝しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/毎回課すリアクション·ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

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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■HN426 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN426／ポストコロニアル論 

(Postcolonial Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
コロニアルな身体からポストコロニアルの身体へ 

担当者名 

（Instructor） 
崔 真碩(CHOI JINSEOK) 

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） 
BEC2320 

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。あるいは、ポストコロニアリズム。日本語では、「脱植民地主義」と翻訳されているこの理論は、あなたにとって

耳慣れない響きかもしれないが、これは私たちの生き方を問う実践的な理論である。今ここで、（内なる）植民地主義を脱皮しよ

う。 

・2018 年現在、私たちの身の回りに在るコロニアルな問題について考えながら、「近代」「資本主義」「グローバリゼーション」を批

判的に問いたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

・最初に、帝国主義／植民地主義を世界史の観点から概観しつつ、ポストコロニアル論という理論を概説する。 

・そのうえで、授業の４つのテーマ、①「テロ」との戦争、②沖縄にある在日米軍基地、③「従軍慰安婦」、④多国籍企業モンサント

に関するテキスト（文学作品、歴史書、公文書、新聞記事等）を講読したり、ドキュメンタリー映画や劇映画、ヒップホップを鑑賞し

た後、皆で議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 帝国主義／植民地主義の世界史：ポスロコロニアル論の概説 

3. ①「テロ」との戦争：「テロ」とは何か、「テロリスト」とは誰か 

4. ①「テロ」との戦争：「テロ」とは何か、「テロリスト」とは誰か 

5. ①「テロ」との戦争：「テロ」とは何か、「テロリスト」とは誰か 

6. ②沖縄にある在日米軍基地：戦争資本主義、アメリカ帝国を問う 

7. ②沖縄にある在日米軍基地：戦争資本主義、アメリカ帝国を問う 

8. ②沖縄にある在日米軍基地：戦争資本主義、アメリカ帝国を問う 

9. ③「従軍慰安婦」：日本帝国主義／植民地主義を問う 

10. ③「従軍慰安婦」：日本帝国主義／植民地主義を問う 

11. ③「従軍慰安婦」：日本帝国主義／植民地主義を問う 

12. ④多国籍企業モンサント：遺伝子組み換え資本主義、２１世紀の帝国を問う 

13. ④多国籍企業モンサント：遺伝子組み換え資本主義、２１世紀の帝国を問う 

14. ④多国籍企業モンサント：遺伝子組み換え資本主義、２１世紀の帝国を問う 

15. まとめ 

 

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

『ボーリング･フォー･コロンバイン』や『華氏 911』や『キャピタリズム』など、マイケル・ムーア監督の一連のドキュメンタリー映画を

観て、アメリカ型資本主義（軍産複合体）に対する理解を深めておくこと。 

アメリカの戦争資本主義を知らずして、過去と現在の日本ならびにアジアを理解することはできない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席及び授業態度(60%) 

３日間の集中講義なので、一日も欠席しないように。受講生の積極的な参加を望む。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 姜尚中編、2001、『ポストコロニアリズム』、作品社 

2. 本橋哲也、2005、『ポストコロニアリズム』、岩波書店 

3. 矢部宏治、2016、『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』、集英社インターナショナル 

・上記の３冊を事前に読んでおくことが望ましい。 

 

・テキストは基本的にコピーを授業時に配布する。 
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参考文献（Readings） 

1. 崔真碩、2014、『朝鮮人はあなたに呼びかけている』、彩流社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

８月６日（月）・７日（火）・８日（水） 各１～５時限 
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■HN429 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN429／言語芸術論 

(Language and Art) 

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） 
BEC2320 

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思想家たちが書き残した言語芸術について考察する。 

 

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、さらなる効果を発揮した。そして彼

らの思想は、日本においても、思想、文学、芸術といった領域において多大な影響を及ぼした。この講義では、彼らの特異な思考

について考察する。 

 

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） 

レポート試験(Report 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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■HN430 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN430／視覚論 

(Theory of Visual Perception) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

視覚をめぐる様々な思想にふれ、「見る＝知る」ことについての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、「見る」という行為を先人がどのように捉え、考えてきたのか、「知る」という認識活動と関連付けつつ概説していく。

また、見るという認識活動に対して身体がどのように位置づけられてきたのかも合わせて考察する。各回、１～２人の思想家、も

しくは１つのテーマを取り上げ、それについて講義を行うという形式で進めていく。なお、授業内容は進展等に応じて下記の計画

から多少変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. プラトン 

3. アリストテレス 

4. 神・天使・人 

5. ガリレオとデカルト 

6. ニュートンとゲーテ 

7. 遠近法 

8. バークリーと先天盲開眼者の研究 

9. カント 

10. マッハとフッサール 

11. ユクスキュルとヴァイツゼッカー 

12. メルロ＝ポンティ 

13. ギブソン 

14. まとめ 

 

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

必要はないが、各自ノートを取り講義の内容を整理・理解していくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（出席など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な場合は授業内で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN431 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN431／認知科学 

(Congnitive Sciences) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「認知する」とはどのようは経験か？ 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 諭(INAGAKI 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

認知科学の基本概念を修得し，認知の働きと情報処理との関連について考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

認知の働きが成立するための「心のモデル」を情報処理という観点から紹介し，人間の現実性にどの程度届いているのかを検証

する。それと同時に情報として扱えない身体や意識の特質についても解説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 認知科学前史 

2. 心を科学するとは？ 

3. 感覚 

4. 知覚（1） 

5. 知覚（2） 

6. 言語と推論（1） 

7. 言語と推論（2） 

8. 記憶のタイプ（1） 

9. 記憶のタイプ（2） 

10. 気づきと自己 

11. 注意のメカニズム 

12. 中枢神経系疾患から見る認知（1） 

13. 中枢神経系疾患から見る認知（2） 

14. まとめ 

 

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

講義内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義貢献度（出席含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲垣 諭、2012、『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション』、春風社 (ISBN:4861103037) 

その他，講義内でそのつど示唆する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN432 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN432／アートの心理学 

(Psychology of Art) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

知覚に関わる心理学の知見と造形表現の関わりを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主には知覚に関わる心理学的知見がどのように造形表現に関連しているか、講義を行う（感情や欲求に関する心理学的な知

見、精神医学的な知見は扱わない）。 

心理学の現在の動向や学問的な妥当性よりも、それらの知見がどのように造形活動のヒントに繋がるか、ということに力点を置く

つもりである。 

また、視覚的な表現を行う際に必須となる、色彩についての基礎的な理解が得られるよう、途中何コマか集中して講義を行う。な

お、授業内容は進行の度合いに応じて下記の計画から若干変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 形の知覚 

3. 奥行きの知覚 

4. 運動の知覚 

5. 錯視 

6. ダイアグラム：パラメータの図像化 

7. 色彩の基礎１ 

8. 色彩の基礎 2 

9. 色彩と照明 

10. 色彩と物 

11. 創造性？：表現行為の分析事例１ 

12. 創造性？：表現行為の分析事例２ 

13. 身体行為とアート 

14. アートとコミュニケーション・教育 

 

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

特に必要ないが、講義の内容が身の回りのデザインやアートとどのように関わるか、普段から注意して見て欲しい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（出席・リアクションペーパー）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な場合は授業内で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業内で指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN434 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN434／身体の思想 

(Issues in Understanding Body) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
新たな見方、感じ方、考え方に向けて 

担当者名 

（Instructor） 
杉本 隆久(Sugimoto Takahisa) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋哲学の歴史におけるいくつかの問題を通して、映像身体学にとって基本となるような概念を批判的に学ぶことを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この講義では、感性や知性、二元論、形而上学、認識論、遠近法主義、表現や解釈、言語や記号、などの哲学的な諸問題をわ

かり易く説明することを通して、これらの意義を改めて別の仕方で創造的に考えていく。これは、映像身体学科において欠くことの

できない身体の存在についての、あるいは精神の意味についての理解へとつながっていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 講義の概要 

2. 批判と創造、あるいは表現の可能性について 

3. 感性と知性について----何故、長い思想史のなかで身体は無視され続けてきたのか 

4. 精神と身体について 

5. 二元論（1） 

6. 二元論（2） 

7. まとめ 

8. 存在の形而上学 

9. 主体の形而上学 

10. 認識と解釈 

11. 言語／記号／構造 

12. ニヒリズムとは何か 

13. 身体をめぐって----道徳と倫理の差異 

14. まとめ 

 

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

予習・復習は必要ありません。講義の際にノートをしっかりと取り、各テーマについて現在の自分なりの考えを少しでもまとめるこ

とが重要です。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/コメントカード兼出席票(20%)/中間テスト（20%×2 回）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ドゥルーズ、『スピノザ 実践の哲学』、平凡社ライブラリー 

2. 江川隆男、『超人の倫理』、河出ブックス 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN435 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN435／比較舞踊論１ 

(Comparative Studies on Dance 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
時代、社会、環境とダンスの変化 

担当者名 

（Instructor） 
越智 雄磨(OCHI YUMA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀から 20 世紀までの舞踊史の中で、それぞれの時代に登場したダンスとその社会的背景を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず前半にバレエ、モダンダンス、舞踏、コンテンポラリーダンスなどと呼ばれるダンスがどのような社会状況に応じ

て登場してきたのかに注目し、ダンスの社会的意義について考えてみたいと思います。 

また、美学、政治、テクノロジーなどの諸条件とダンスの関係に関して考察してみたいと思います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 宮廷舞踊と共同体 

2. クラシックバレエと劇場文化 

3. ダンスと興行 

4. モダンダンスと自然という概念 

5. モダンダンスと精神分析 

6. ポストモダンダンスと偶然性 

7. ポストモダンダンスと民主主義 

8. 暗黒舞踏と戦後日本 

9. ポストモダニズムとダンス 

10. コンテンポラリーダンスと文化政策 

11. コンテンポラリーダンスと公共劇場 

12. アイドル、大衆歌謡とダンス 

13. 現代においていかなるダンスを構想することができるか 

14. まとめ 

 

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

授業で紹介する参考文献などを読むこと。 

授業で紹介する舞踊に関して、ウェブや実際の劇場において鑑賞し、感想を書き留めることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席率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. 越智雄磨、2015、『Who Dance? 振付のアクチュアリティ』、2015 (ISBN:9784948758131) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN436 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN436／比較舞踊論２ 

(Comparative Studies on Dance 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
舞踊からみる身体、空間、視覚の変容の歴史 

担当者名 

（Instructor） 
越智 雄磨(OCHI YUMA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

18 世紀から 21 世紀までの舞踊史を概観し、舞踊史の基本知識を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義では、まず前半にバレエ、モダンダンス、舞踏、コンテンポラリーダンスといった舞台芸術としてのダンスの歴史と基本的な

知識を中心的に学んでいきます。後半には、アイドルのダンス、ニコニコ動画や YouTubeに投稿されているダンスに至るまで、現

代の我々を取り巻く様々なタイプのダンスも考察の対象として含む予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション ダンスと振付の歴史的変遷：18 世紀から 21 世紀まで。 

2. クラシック・バレエからネオ・クラシックまで 

3. 物語バレエと抽象バレエ 

4. ドイツ表現主義舞踊 

5. アメリカのモダンダンス 

6. ポスト・モダンダンス 

7. 西欧に衝撃を与えた日本の舞踏 

8. コンテンポラリーダンスの展開 1（海外） 

9. コンテンポラリーダンスの展開 2（日本） 

10. コンテンポラリーダンスの展開 3（日本） 

11. コンテンポラリーダンスの展開 4（日本） 

12. ポピュラーカルチャーとしてのダンス 

13. インターネットとダンス 

14. 総論 

 

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などに目を通し、メモ等を取ることが望ましい。 

また、授業で紹介するダンスの事例に関して、ウェブや劇場などで鑑賞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%)/出席率とリアクションペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 越智雄磨ほか、2015、『Who Dance? 振付のアクチュアリティ』、早稲田大学演劇博物館 (ISBN:9784948758131) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN437 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN437／身体人類学 

(Anthropology of Body) 

担当者名 

（Instructor） 
竹田 恵子(TAKEDA 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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化研究､ 文化人類学､ 社会学の知見から､ 舞台芸術､パフォーマンス・アート､ アニメ､ 映画などを横断的に分析し､ 現代に

おける身体と自己のありようを探求するための多様な方法を習得する｡さらに､ 実際にいくつかの作品を見て分析してみよう｡ 

 

授業の内容（Course Contents） 

私たちの身体や自己は社会と遊離しているのではなく､社会におけるさまざまな ｢装置｣ によって形づくられている｡さらに､ 現代

における監視社会の文脈においては､身体それ自体が新たに注目され､ 新しいメディアテクノロジーはますます身体との融合を

果たそうとしている｡本講義では既存の議論といくつかのメディア芸術を参照しながら､ こうした身体をめぐる新しい文脈を読み解

いていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 身体を取り囲む諸力① 身体技法 

2. 身体を取り囲む諸力②フーコーによる「生権力」概念について 

3. 働く身体／踊る身体―ジェンダーと舞踊 

4. セクシュアリティとジェンダー① 

5. セクシュアリティとジェンダー② 

6. アイデンティティと身体―カミングアウトのポリティクス 

7. パフォーマンス・アート《S/N》 (1994 年初演) 創作の文脈 

―エイズの時代における身体 

8. パフォーマンス・アート《S/N》を見る 

9. パフォーマンス・アート《S/N》分析・解説 

10. テクノロジーの発展とアイデンティティ①ブレイン・マシン・インターフェイス 

11. テクノロジーの発展とアイデンティティ② 

アニメ《攻殻機動隊》シリーズをめぐって 

12. 日本における ｢キャラクター｣ 文化 

13. SNS・身体・アイデンティティ 

14. 本講義のまとめ 

 

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

授業中に解説を行った参考文献について復習し理解につとめること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/出席及び授業への取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ミシェル・フーコー、1986、『性の歴史Ⅰ 知への意志』、新潮社 (ISBN:9784105067045) 

2. ジュディス・バトラー、1999、『ジェンダー ・ トラブル フェミニズムとアイデンティティの攪乱』、青土社 (ISBN:4-7917-5703-3) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN438 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN438／芸術人類学 

(Anthropology of Art) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イメージ人類学 

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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「イメージ人類学」という学問領域に関する知識を獲得する。これから発展していくこの学問の可能性を考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「イメージ人類学」は、美術史学、文化人類学、美学、哲学、宗教学…といった従来の枠組みを超えて、イメージ総体を人類学的

知見に基づいて考察する試みである。従来の美術史学が、宗教的な奉納品や祝祭の仮面等を考察対象としないとすれば、イメ

ージ人類学は、そのような限定を超えた学の構築を目指している。この授業では、イメージ人類学の未だ定まらぬ輪郭をめぐって

考察し、この学問の可能性を探りたい。授業は講義形式で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 芸術人類学とイメージ人類学 

2. ディディ=ユベルマンの徴候論 

3. ディディ=ユベルマンの弁証法的イメージ 

4. ディディ=ユベルマンのイメージ人類学 

5. ハンス・ベルティングのイメージ人類学 

6. ジョルジュ・バタイユの洞窟絵画論１ 

7. ジョルジュ・バタイユの洞窟絵画論２ 

8. 『ドキュマン』とカール・アインシュタインの思想 

9. ヴォリンガーの抽象と感情移入 

10. アビ・ヴァールブルクの思想１ 

11. 岡本太郎の思想：フランス時代から対極主義へ 

12. 岡本太郎の思想：縄文論、沖縄論 

13. エドゥアール・マネの近代絵画をめぐって 

14. イメージ人類学の可能性 

 

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） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/出席とコメントペーパー(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ジョルジュ・ディディ=ユベルマン、2012、『イメージの前で』、法政大学出版局 

2. 中沢新一、2006、『芸術人類学』、みすず書房 

3. ハンス・ベルティング、2014、『イメージ人類学』、平凡社 

4. ジョルジュ・バタイユ、1975、『ラスコーの壁画』、二見書房 

5. ジョルジュ・バタイユ、2013、『バタイユ、呪われた思想家』、河出書房新社 

6. 岡本太郎、2011、『岡本太郎の宇宙 1-5』、ちくま学芸文庫 

7. アビ・ヴァールブルク、『ヴァールブルク著作集 1-7』、ありな書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN439 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN439／医学身体論 

(Body in Medicine) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋医学における身体観、アートにおける身体観 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「『健康な身体』と『病める身体』とは異なるものなのだろうか」というテーマ設定のもと，医学における「身体」の取り扱いの歴史と

現在の状況について正しい知識を身につけ，アート作品との比較も行いながら自分なりの身体観を確立する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

医療現場に身をおく教員が，実際の臨床例などを提示しながら，アートの世界で表現されるあるいは使用される「身体」と「医学的

身体」との共通点，相違点について解説を加える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 診察室は何を診るところか 

2. 「身体科」における身体 

3. 「精神科」における身体 

4. 西洋医学における身体論の歴史 

5. 迷信や俗説の中の身体 

6. 呪術や民間治療の中の身体 

7. 最先端の医学で扱われる身体 

8. 身体はいくつあるのか？－解離性同一性障害と身体 

9. 身体は誰のものなのか？－臓器移植と身体 

10. 身体の終わりとは何なのか？－死と身体 

11. アートと身体 ①演劇 

12. アートと身体 ②絵画 

13. アートと身体 ③ダンス 

14. 精神と身体の関係を振り返る 

 

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

自分なりに「身体とは何か」というテーマについて考え、見解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%)/授業中のミニレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の中で適宜，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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■HN440 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN440／映像の思想 

(Issues in Understanding Visual Image) 

担当者名 

（Instructor） 
黒木 秀房(KUROKI HIDEFUSA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
大山載吉から担当者変更(担当者事情による） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

様々な映像作品を観ることで、機械映像の本性が何かを具体的に捉えられるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間による知覚では捉えきれない世界の豊穣、つまり人間の《外》を機械映像がいかにして知覚するかを様々な映像作品を通じ

て感得していきます。講義は、作品鑑賞と受講者による感想や批評、講師による解説で構成されます。手始めに、ビクトル・エリセ

の作品を扱う予定です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 作品鑑賞（1） 

3. 作品鑑賞（2） 

4. 解説（1） 

5. 作品鑑賞（3） 

6. 作品鑑賞（4） 

7. 解説（2） 

8. 作品鑑賞（５） 

9. 作品鑑賞（6） 

10. 解説（3） 

11. 作品鑑賞（7） 

12. 作品鑑賞（8） 

13. 解説(4） 

14. まとめ 

 

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

ジル・ドゥルーズ 『シネマ』を読んでみること。 

 

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(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて、適宜配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN441 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN441／ファッションの思想 

(Issues in Understanding Fashion) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

われわれは何を着てきたのか われわれは何を着ているのか われわれは何を着るの

か 

担当者名 

（Instructor） 
高平 未來(TAKAHIRA MIKU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ファッションとは一過性のものである。しかし、同時に、最も時代を反映した芸術作品でもある。この授業では、そのスタイルが生

まれた歴史・文化的背景を理解し、表象としてのファッションを学び、「着る」ということの意味、そして私たちは一体何を身に纏っ

ているのかということを考察していく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業の前半では、衣服の源泉である古代ギリシャ・ローマ時代から出発し、西洋近代服の誕生（14 世紀）を経て、現代まで続くモ

ードの創造と形成を、歴史・芸術・文学・音楽・哲学・ジェンダーと様々な要素から捉えていく。後半は、その知識を基に、19 世紀

末から現代までのめまぐるしいファッションの変遷を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：ファッションとは？ 

紀元前〜1３世紀： ファッションの変遷 

2. 14 世紀〜16 世紀： ルネッサンス美術とファッション 

3. 17 世紀〜18 世紀：バロックとロココ：モードの形成 

4. 18 世紀後期〜19 世紀後期：ロマンチシズムと近代男性ファッションの形成 

5. 1889 年〜1914 年： 世紀末・ベルエポック・万博とファッション 

6. 1910 年代～1930 年代 

アートとモード：ふたつの大戦間のファッション 

7. 1930 年代～1940 年代 

  第二次世界大戦とファッション 

8. 1947 年〜1960 年代 

ニュールック——モードの復興——： 第二次世界大戦後のファッション 

映画の中のモード： ハリウッドの隆盛 

9. 1960 年代 

スウィンギングロンドン！①： ストリートファッションの台頭： ロッカーズ／テッズ／モッズそしてビートルズ 

10. 1960 年代 

スウィンギングロンドン！②： ミニスカートの時代： ティーンエイジカルチャー： ストリートからハイエンドへ 

11. 1970 年代 

音楽とファッション： パンク： DIY とファッション 

12. 1980 年代 

ボディコンシャスの時代 

ファッションの演劇性とタブーへの挑戦：ジャン・ポール・ゴルチェ 

13. 1900 年代 

デコンストラクション： 脱構築 

川久保玲と山本耀司 

14. 1990 年代−2000 年代そしていま 

老舗メゾンとデザイナー：カール・ラガー・フェルド、トム・フォード、ジョン・ガリアーノ 

ファッションへの挑戦：テクノロジーとファッション 

 

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

予備知識として、指定のテキスト「カラー版世界服飾史」を読んでおくこと。 

必要に応じて講義ごとに指示する映画や文献に目を通しておくこと勧める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席率・リアクションペーパーのコメントなど(60%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 深井晃子、2014、『カラー版世界服飾史』、美術出版社 

 

参考文献（Readings） 

1. 010、『図説ヨーロッパ服飾史』、河出書房新社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業で配布する参考映画のリストに記載されている映画 

 

注意事項（Notice） 
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■HN442 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN442／広告論 

(Studies on Advertisement) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

現代社会の広告の役割やビジネスの仕組みに、体型たきな理解を深めながら、「優れた

広告」とは何かを考えてみたい。 

担当者名 

（Instructor） 
千田 利史(SENDA TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代社会に大きな影響力を持つ広告について総合的に論じる。広告を支える考え方を学ぶとともに，その可能性や限界について

も同時に考察する。また、デジタルメディアが普及するなかで、実際の広告企画や実施がどのように行われているかについても、

理解を深めたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の広告理論や，メディア状況との関係性，および，広告の社会的な影響力について総合的に解説するとともに，最新のメディ

アの活用手法を紹介したい。 

グループ編成による課題の発表作業を取り入れる。 

その作業を通じ、広告理論や広告表現への理解を進めたい。 

上記を総合的に勘案した上で、以下の論点からの授業を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代社会と広告の役割 メディアの状況 広告の理論 

2. マーケティングと広告 特に映像作品の効果 

3. 広告会社の役割  広告の機能の変化 デジタル化の波 

4. 優れた広告を知る 評価基準の考え方 作品の紹介 

5. グループ発表（１） および関連授業 

6. グループ発表（２） および関連授業 

7. グループ発表（３） および関連授業 

8. グループ発表（４） および関連授業 

9. 広告作業とプレゼンテーションの重要性 グループ発表作業の総括 

10. 広告の手法は社会でどう活用されているか 

11. ソーシャルメディアと広告  ウエブ広告（インターネット広告）と従来の広告の違い 

12. 広告費用の算出方法と広告の効果測定 

13. デジタルメディアの歴史と現在 各メディアの特色  今後の可能性 

14. メディアと広告を巡って 総論 

 

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

授業内で紹介する書籍、ウエブ情報、あるいは、関連する広告キャンペーン事例などをよく研究すること。 

また、デジタルメディアの影響と広告効果の関係については、最新の動向や論調を、適宜、紹介する予定。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(50%)/グループ作業への参加(25%)/講義時の出席状況や態度(25%) 

グループを編成して行う発表作業は全員が参加する。この参加も平常点の一部として勘案する。 

 

テキスト（Textbooks） 

上記『メディアショック＋』は、アマゾンの電子書籍版のみで販売しています。上下巻（各 250 円・計 500 円）。 

パソコン、スマホ、電子書籍端末で読むことができますが、その際は、KINDLE（キンドル）アプリを入れる必要があります。 

 

参考文献（Readings） 

1. 千田利史、2015、『メディアショック＋』、アマゾン電子書籍 

上記『メディアショック＋』は、アマゾンの電子書籍版のみで販売しています。上下巻（各 250 円・計 500 円）。 

パソコン、スマホ、電子書籍端末で読むことができますが、その際は、KINDLE（キンドル）アプリを入れる必要があります。  

ほかの参考文献については、授業内で、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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■HN446 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN446／芸術の思想 

(Issues in Understanding Arts) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術家の言葉を読む 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 静明(YANO SHIZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

現代画家フランシス・ベイコン(1909～1992)の残した言葉を読んでいく。 

画家の絵画作品ではなく、制作過程で語られた言葉を読み、創造する人間が何を考え、いかに実践するかを一緒にたどってみ

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

画家ベイコンが残したインタビューから必要個所をピックアップし、授業内で指名された学生が発表を行い、質疑応答も行う。 

必要な資料等はコピーして事前に配布する。 

画家ベイコンの研究を中心とするのではなく、受講生自らの制作実践に必要な思考を身につけるための授業である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ベイコン・インタビューを読む 

2. ベイコン・インタビューを読む 

3. ベイコン・インタビューを読む 

4. ベイコン・インタビューを読む 

5. ベイコン・インタビューを読む 

6. ベイコン・インタビューを読む 

7. ベイコン・インタビューを読む 

8. ベイコン・インタビューを読む 

9. ベイコン・インタビューを読む 

10. ベイコン・インタビューを読む 

11. ベイコン・インタビューを読む 

12. ベイコン・インタビューを読む 

13. ベイコン・インタビューを読む 

14. ベイコン・インタビューを読む 

 

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

フランシス・ベイコンに関する画集、書籍などに目を通し、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%)/コメントカード(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. シルヴェスター・ベイコン、１９９６、『肉への慈悲 Ｆ・ベイコン・インタビュー』、筑摩書房 

2. Ｍ・ペピアット、２００５、『フランシス・ベイコン』、新潮社 

3. Ｄ・シルヴェスター、２０１０、『回想フランシス・ベイコン』、書肆半日閑 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN447 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN447／アメリカ映画論 

(Studies on American Cinema) 

担当者名 

（Instructor） 
木下 耕介(KINOSHITA KOSUKE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ映画のテクストそれ自体の内容とそれらを取り巻く社会的環境との相互作用について、歴史的実態を理解するとともに、

それらの分析のための多角的な視点と多様な方法論を知ることで、機械映像としてのアメリカ映画とその知覚・認知体験につい

て論理的に考察し、記述することができるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

主として北米の映画研究史の観点から、アメリカ映画（≧ハリウッド映画）に対する学術的な視点の在り方を紹介する。アメリカ映

画の過去と現在について概観するとともに、映像テクストの標準的な構造について、またそれに対する観客の受容・理解方法に

ついての理論的視座を紹介する。実際の作品の映像をケース・スタディとして利用し、理解の促進を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：アメリカ映画とは何か 

アメリカ映画≧ハリウッド映画、芸術作品？娯楽体験？ 帝国主義と〈帝国〉、文化産業 

2. アメリカ映画の標準的構造：古典的ハリウッド映画（１） 

目標志向型主人公、登場人物、因果構造 

3. アメリカ映画の標準的構造：古典的ハリウッド映画（２） 

時空間の構造 

4. アメリカ映画の標準的構造：古典的ハリウッド映画（３） 

主要なジャンル 

5. 観客は何をするか：認知心理学的説明 

仮説理論、スキーマ、身体性と情動 

6. ケース・スタディ（１） 

実際の映像作品を例に、これまでに紹介した知見と方法論を試用してみる 

7. 古典的な映画理論（１）言語学と記号論 

記号論、文学理論の援用（語りと語り手）、言語学との類比（人称）、精神分析 

8. 古典的な映画理論（２）主体とイデオロギー 

縫合理論、視点と主体性、まなざしとイデオロギー（植民地主義とフェミニズム） 

9. アメリカ映画史概観（１）：初期映画 

映画とは何か、無声映画時代、ハリウッドの誕生まで 

10. アメリカ映画史概観（２）：ハリウッド・スタジオ時代 

スタジオ・システム、スター・システムと古典的テクスト、その崩壊 

11. アメリカ映画史概観（３）：ニュー・シネマ／ニュー・ハリウッド 

規範からの逸脱、海外の影響と歴史的背景、規範への帰還 

12. アメリカ映画史概観（４）：現代のアメリカ映画 

ニューメディア環境と映画、ブロックバスター・フランチャイズ 

13. ケース・スタディ（２） 

実際の映像作品を例に、これまでに照会した知見と方法論を試用してみる 

14. まとめ 

ケース・スタディのフィードバック、アメリカ映画研究の展望 

 

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(20%)/授業内に指示した提出物(20%) 

全体の 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） 

担当教員作成のハンドアウト（プリント）を用いる。 
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参考文献（Readings） 

授業内で適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業は基本的に教員が作成したハンドアウトに沿って進め、適宜映像資料を用いる。適宜リアクション・ペーパーの記入・提出を

求めるが、フィードバックは次回授業開始時に行う。併せて、二回程度のケース・スタディ（アメリカ映画の一部を鑑賞したうえでの

考察）についてもペーパーの提出を求めるが、これらについてのフィードバックは最終回に行う。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN448 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN448／ヨーロッパ映画論 

(Studies on European Cinema) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア批判としてのトランスナショナル・ヨーロッパ現代映画史 

担当者名 

（Instructor） 
赤坂 太輔(AKASAKA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主に 60 年代から現代に至るヨーロッパ映画史を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1960 年代から現代にいたるヨーロッパ映画史はそれまでのツールとして娯楽・情報伝達に奉仕する映像メディアを批判する現代

映画の発展過程である。公開当時とは異なり映像環境が飛躍的に変化した現在からの視点から見て、新たに重要とみなされる

ようになった作品に注目・映像を分析しながら各国の映画史のグローバルな流れを追っていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現代映画史へのイントロ ブレッソン ロッセリーニ その他 

2. イタリアン・ネオレアリスモと前史 ルノワール その他 

3. イタリアン・ネオレアリスモ２ 

4. ブレッソンと現代映画 

5. フランス・ヌーヴェルヴァーグと同時代の欧米映画 

6. フランス・ヌーヴェルヴァーグと同時代の欧米映画 2 

7. 60〜70 年代の現代映画 （上演の映画、非決定性の映画、自己言及／分析の映画）1 

8. 60〜70 年代の現代映画 （上演の映画、非決定性の映画、自己言及／分析の映画）2 

9. 60〜70 年代の現代映画 （上演の映画、非決定性の映画、自己言及／分析の映画）3 

10. 1980 年代の現代映画 （上演の映画、非決定性の映画、自己言及／分析の映画）1 

11. 1980 年代の現代映画 （上演の映画、非決定性の映画、自己言及／分析の映画）2 

12. 現在の映画（グローバル化、デジタル化）、多様化した映像時代における映画 1 

13. 現在の映画（グローバル化、デジタル化）、多様化した映像時代における映画 2 

14. 総論 

 

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

授業中にノートをとること、そして見直すこと。できれば講義で見せた映画、とりあげた映画を全編見てみることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小テスト(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

new century new cinema 

http://www.ncncine.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HN449 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN449／日本映画論 

(Studies on Japanese Cinema) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 真理江(KONO MARIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

撮影所時代の日本映画について、（１）時代毎の歴史的・社会的背景や、特徴的な主題、技巧についての基本的な知識を得るこ

と、（２）過去・現在の映画作品を単なる娯楽としてではなく、学術的・批評的な視点から鑑賞する力を養うこと、の 2 点を目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1896 年から 1970 年代までの日本映画の展開の過程を、産業史・芸術史の観点から概説する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

講義の進め方についての説明 

2. 日本映画の誕生 

映画伝来、活動写真のはじまり 

3. 無声映画の成熟 

映画ジャーナリズムの成立、芸術性の追求、作家及びスターの誕生 

4. ケース・スタディ：衣笠貞之助『十字路』（1928 年） 

5. 第一次黄金期の到来 

トーキー移行と弁士の没落、さまざまなジャンル、スターダムとファンダム 

6. ケース・スタディ：溝口健二『祇園の姉妹』（1936 年） 

7. 第二次世界大戦と日本映画 

戦意高揚映画、ニュース映画、植民地における映画、占領期における GHQの映画政策 

8. ケース・スタディ：成瀬巳喜男『なつかしの顔』（1941 年） 

9. 黄金期の再来 

占領期の終わり、戦後スタジオ・システムの確立、国際映画祭と独立プロ 

10. ケース・スタディ：木下恵介『二十四の瞳』（1954 年） 

11. ニュー・ウェーブ 

太陽族映画と松竹ヌーヴェルヴァーグの作家たち、ピンク映画 

12. ケース・スタディ：大島渚『青春残酷物語』（1960 年） 

13. 日本映画の衰退とプログラム・ピクチャー全盛 

テレビの時代到来とスタジオ・システムの終焉 

14. ケース・スタディ：加藤泰『緋牡丹博徒 お竜参上』（1970 年） 

 

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

ケース・スタディの回の後は必ず小レポートの作成を課します。また扱う映画については、授業内で全編見ることができないので、

各自がなるべく予習・復習として鑑賞すること。教科書も授業の進行に合わせて、該当箇所を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/小レポート(30%)/出席・リアクションペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 四方田犬彦、2014、『日本映画史 110 年』、集英社 (ISBN:4087207528) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN450 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN450／アジア映画論 

(Studies on Asian Cinema) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 賢(SATO 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映画をとおして「アジア」を理解すると同時に，アジアの歴史，社会，文化をとおして「映画」について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「アジア映画」というジャンルや実体があるわけではない。ただ，アジアという多様な文化と歴史をもった地域に無数の映画作品が

存在するだけである。「アジア」の「映画」から何を考えるか。授業では，映画作品を見ることをとおして，その歴史・社会的背景を

理解すると同時に映画表現について省察し，「アジア」と「映画」を相互媒介的に思考することを目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 台湾の映画（１） 

3. 台湾の映画（２） 

4. 台湾の映画（３） 

5. 香港の映画（１） 

6. 香港の映画（２） 

7. 香港の映画（３） 

8. 中国の映画（１） 

9. 中国の映画（２） 

10. 中国の映画（３） 

11. その他のアジア地域の映画（１） 

12. その他のアジア地域の映画（２） 

13. その他のアジア地域の映画（３） 

14. まとめ 

 

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

授業でとり上げる映画作品の制作地域の歴史知識が多少あることが望ましいが，事前の学習は必要としない。むしろ，柔軟な感

性で映画作品と歴史に向き合うことを期待したい。また，歴史を忌避する態度をよしとしないこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況・授業態度(50%)/リアクション・ペーパーの内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石坂健治ほか、2012、『アジア映画の森』、作品社 (ISBN:978-4-86182-377-0) 

2. 夏目深雪ほか、2013、『アジア映画で〈世界〉を見る』、作品社 (ISBN:978-4-86182-461-6) 

3. 四方田犬彦、2003、『アジア映画』、作品社 (ISBN:978-4-87893-539-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN451 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN451／ドキュメンタリー映画論 

(Studies on Documentary Cinema) 

担当者名 

（Instructor） 
大川 景子(OKAWA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドキュメンタリー映画の歴史的・理論的な理解を身につけること。各時代の作品から見える映像表現の特色について理解を深め、

その意図を読み取る力を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

創成期から現代にいたるまでのドキュメンタリー映画にふれながらその歴史・社会的背景を理解する、と同時に作品の表現につ

いて省察し、その作家が問い直し発見した「世界の新しい見方」が何なのかを読み取る。「ドキュメンタリーとは何か？」を繰り返し

考え、問い続ける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 生活を描く ロバート・フラハティ 

3. 社会を描く ジガ・ヴェルトフ 

4. イギリスのドキュメンタリー運動 ジョン・グリアソン 

5. 第二次世界大戦とプロパガンダとしての記録映画① リーフェンシュタール キャプラ ワイラー 

6. 第二次世界大戦とプロパガンダとしての記録映画② 亀井文夫 

7. 日本の戦後ドキュメンタリー運動① 野田真吉 

8. 日本の戦後ドキュメンタリー運動② 羽仁進 松本俊夫 

9. ダイレクトシネマとフレデリック・ワイズマン 

10. シネマ・ヴァリテとジャン・ルーシュ クリス・マルケル 

11. 日本のドキュメンタリー革新 ６８年から７０年代 土本典明 小川紳介① 

12. 日本のドキュメンタリー革新 ６８年から７０年代 土本典明 小川紳介② 

13. 現代のドキュメンタリー映画 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う映画や作家についての歴史・社会的背景をなるべく予習し、作品鑑賞に備えて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)(60%)/出席状況・リアクション・ペーパーの内容(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料は適宜配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. エリック・バーナウ、2015、『ドキュメンタリー映画史』、筑摩書房 (ISBN:978-4480873781) 

2. 佐藤真、2009、『ドキュメンタリー映画の地平』、凱風社 (ISBN:978-4773625059) 

3. 土本典昭 ・鈴木一誌 編、2011、『全貌フレデリック・ワイズマン』、岩波書店 (ISBN:978-4000258135) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN452 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN452／写真映像論 

(Studies on Photography) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
〈日本写真〉の基礎を築いた四人の写真家たち 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

写真という機械の知覚を探求して、〈日本写真〉の基礎を築いた四人の写真家の作品を紹介しながら、その仕事の意義を明確に

し、考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

写真は、機械文明をおしすすめるヨーロッパの近代において、人類史上初めて出現した機械映像である。西洋において出現した

この写真なるものは、西洋近代文明の産物として日本にいかにもたらされ、どのようなインパクトを与えたか。そして、日本の写真

家たちによって、写真はどのように摂取され、新たな表現としてその潜在性を顕わしていったのか。このような映像身体学の観点

から日本の写真の歴史を紐解きつつ、〈日本写真〉の基礎を築いた写真家たちの仕事のありようを探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 写真術の到来 

3. 木村伊兵衛の知覚１ 

4. 木村伊兵衛の知覚２ 

5. 木村伊兵衛の知覚３ 

6. 土門拳の知覚１ 

7. 土門拳の知覚２ 

8. 土門拳の知覚３ 

9. 日本写真の歩み 

10. 濱谷浩の知覚１ 

11. 濱谷浩の知覚２ 

12. 入江泰吉の知覚１ 

13. 入江泰吉の知覚２ 

14. まとめ 

 

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

授業時にも作品は紹介するが、予習・復習として、該当写真家の作品、並びに〈日本写真〉の初期の写真家たちの作品を観ること

がのぞましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に取り組む姿勢及び出席(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

日本写真協会編『日本写真史―1840-1945』 (1971 年）（品切れのため、古書で入手するか、図書館等で当たってください）。その

ほかは授業時に適宜、紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN453 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN453／次世代メディア論 

(Studies on Future Media) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

今まさに大きく変貌しつつあるメディアとインターネット技術の関係を視野に入れ、放送、インターネット、ケーブルテレビなど、デジ

タル技術が及ぶ広い領域を対象に、次世代メディアの向かう方向を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代のメディアをめぐる状況は、従来型のメディア論だけでは説明できないほどに大きく変化をしている。そこで、デジタル時代の

メディア論として、技術、制度〔法律やルール）、ビジネスなどの多様な観点を意識しつつ、広告やデジタルビジネス全般について

も視野を広げ、来たるべき時代のメディアを推測していく。デジタル技術を広く見据え、筆記試験は次世代メディア全般の知識を

厳格に問うものになる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 今、メディアの何が変わろうとしているのか？ 

2. 放送で起こりつつあるメディアの変化（放送と配信の激突） 

3. 4K/8Kが描く映像メディアの将来像（東京五輪以降への予見） 

4. スマート TV、スマートスピーカという新たなデジタル技術の登場 

5. OTTサービスはコンテンツの意味を変えるか？ 

6. アメリカ、ヨーロッパにおける放送サービスのかたち 

7. ハリウッド映画と世界のメディアコングロマリット 

8. AI時代の著作権の考え方の変化（ロボットに著作権はあるか） 

9. グーグル、アップル,アマゾンなどグローバル・デジタル企業がめざすメディア状況 

自動車、家電などと通信ビジネスの融合 

10. 広告ビジネスから見る新たなデジタルメディア状況 

11. 新聞・雑誌など出版メディアから見た次世代状況 

12. NAB、InterBEEなど最新の展示会から見えてきた、これからのデジタル新技術 

13. メディアの発達と「身体」の知られざる関係 

14. デジタル技術が指し示す新たな未来 

 

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

次世代メディアは学生本人がサービス享受者であるケースも少なくない。自分が受けているサービスがどのようなビジネスの中で

どういう仕組みで企業側に利潤が出ているのか、などを常態的に考えておくことが大切になる。 

この科目は、何よりも「新たなことを覚える」ことが重要となる。試験も「暗記/記憶」なしには合格点は取れないものとなる。安直な

態度での受講は慎むように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席点などの平常点(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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■HN454 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN454／音の思想１ 

(Issues in Sound 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イスラーム世界の文化を音楽にたずねる 

担当者名 

（Instructor） 
村山 和之(MURAYAMA KAZUYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イスラーム文化とその音楽的世界を体験することによって、昨今世界的衝撃となっているイスラーム世界の「事件」ではなく「日

常」に向けられるべき視点をもてるようにすること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

イスラームは、スンナ派であれシーア派であれ、信仰が生活や社会と一体化した性格の宗教である。その教義は歌舞音曲を戒め

るとされているが、実態はどうであろうか？この授業では、南アジア～西アジア（中近東）諸地域で営まれる音楽とイスラーム文化

の不可分な関係を検証する。どこからどこまでが「音楽」として認識されるのか、音楽なしで果たしてイスラーム世界の日常生活

は成立するのか？ゲスト講師も迎えて、多面的なイスラーム音楽文化を体験する授業としたい。様々な地域の音楽に触れられる

内容の授業としたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション、イスラーム教の歴史 

2. 世界史の中のイスラーム世界とその文化 

3. イスラームと音楽、アザーン・クルアーン、ズィクル 

4. イスラーム世界の諸音楽文化① アラビア語圏の音楽 

5. イスラーム世界の諸音楽文化② アラビア宮廷音楽 

6. イスラーム世界の諸音楽文化③ 北アフリカ～東地中海の音楽 

7. イスラーム世界の諸音楽文化④ トルコの音楽 

8. イスラーム世界の諸音楽文化⑤ テュルク語圏の音楽  

9. イスラーム世界の諸音楽文化⑥ イラン語圏の音楽（イラン） 

10. イスラーム世界の諸音楽文化⑦ イラン語圏の音楽（アフガニスタン） 

11. イスラーム世界の諸音楽文化⑧ パキスタン・インドのスーフィー音楽 

12. イスラーム世界の諸音楽文化⑨ パキスタン・インドの民俗音楽 

13. イスラーム世界の諸音楽文化⑩ パキスタン・インドの現代音楽 

14. まとめ 

 

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)(70%)/小レポート等(30%) 

ゲストスピーカーとして、音楽評論家とトルコの楽器を奏で歌を弾き語る音楽家を招く予定である 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. サラーム海上、2017、『ジャジューカの夜、スーフィーの朝』、DU BOOKS (ISBN:978-4-86647-040-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 302 - 

■HN455 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN455／音の思想２ 

(Issues in Sound 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
＜音楽＞は生きているのか？ ～ リズムから考えてみよう 

担当者名 

（Instructor） 
恩地 元子(ONCHI 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

音楽史の基本的な事項を押さえながら、リズムを手がかりとして、＜音楽＞（音／音響／音楽）についてさらに理解を深め、様々

な音楽事象を体感できるようになる。  

＜音楽＞がさまざまな文化的・社会的・歴史的コンテクストのなかで、どのような意味をもつかを理解する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

リズムとは＜音楽＞（音／音響／音楽）の基本的な要素であるとともに、生命、自然の本質にも通じる現象である。 

＜音楽＞を、現在と過去を行き来しながら、芸術諸領域（文学、美術、舞踊、映画、演劇、など）、環境世界との関わりから考え

る。 

＜音楽＞がさまざまな文化的・社会的・歴史的コンテクストのなかで意味することについて考える。 

グレゴリオ聖歌から青江三奈まで多彩な事例を採りあげる予定だが、事例の詳細、授業の進行は受講者の顔ぶれ、人数によっ

て調整する。 

また講義で具体的に採りあげにくい地域やジャンルについてゲストスピーカーを招聘することもある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. リズムとは何か ～ リズム論概観～ 

2. リズムを書くこと ～ 単声音楽から多声音楽へ ～ 

3. リズムの組織化①（バロック、古典派） 

4. リズムの組織化②（バロック、古典派） 

5. 自在なリズムの探求①（ロマン派、国民学派など） 

6. 自在なリズムの探求②（ストラヴィンスキー、メシアン、など） 

7. 異文化、異分野との接触、総合芸術への希求 

8. 音楽における即興性 

9. グルーヴ感とは ～ ジャズ文化 

10. 音の匿名性 ～ マイナリティの音／音響／音楽 

11. 音の匿名性 ～ 映像のなかの音／音響／音楽 

12. 街の音／音響／音楽（ストリートの音、広場の音）  

13. 沈黙を聴く 

14. 言葉（詩、詞、短歌、俳句、科白など）のリズム、＜音／言葉＞のリズム 

 

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

授業中に紹介する催しやタイムリーな催しを、体験するように努める。事前に、配布資料に目を通しておくように指示することもあ

る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席＋リアクションペーパー、グループワーク参加など(60%) 

最終レポート未提出者は不合格。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。プリントを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

G.ドゥルーズ，F.ガタリ『千のプラトー － 資本主義と分裂症』（河出書房新社、1994 年）など。授業中に指示する。  

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■HN502 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN502／映像身体学特講２ 

(Special Topics on Expression Studies 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
病跡学から創造の秘密に迫る 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

病跡学の基本について学び応用できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

多くの人に影響を与える芸術家や作家の中には、並外れた創造性や独自性を持つ一方で人格的に偏りがあったり精神病理的な

傾向を持ったりしている人も少なからずいる。その人物像や作品に精神医学から光りをあてる病跡学について学び、それぞれの

作品の解説を行う。今期はとくに絵画に着目してみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 病跡学とは何か 

2. 病跡学と倫理 

3. ムンクの「叫び」が意味するもの 

4. フリードリヒと憂うつ 

5. ゴッホの情熱の源を探る 

6. フリーダ・カーロと「痛み」 

7. ルイス・ウェインのネコたち 

8. フランシス・ベーコンとねじれ 

9. 宗教画と病跡学 

10. マンガ、アニメ、ゲームと病跡 

11. アウトサイダーアート① 

12. アウトサイダーアート② 

13. アートか病か犯罪か 

14. 現代と病跡学 

 

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

好きな画家についてその生涯を調べ、語れるようにしておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/講義中のミニレポートや発言(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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■HN503 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN503／映像身体学特講３ 

(Special Topics on Expression Studies 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中国伝統演劇「京劇」に触れる 

担当者名 

（Instructor） 
石山 雄太(ISHIYAMA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国伝統演劇「京劇」に触れ、中国の伝統文化や習慣などについての理解を深める。  

京劇の演技術の訓練を通じて、表現の域を広げ、他の芸術分野にも役立つ創造方法を模索する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

実技を伴う授業。 

中国伝統演劇「京劇」の各要素について説明するほか、 

京劇独自の演技術を実際に全身を動かして体感し、理解を深める。 

持参：運動着、体育館用運動靴、タオル 、棒 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 映像鑑賞 中国伝統演劇の歴史、要素と特徴  

2. 映像鑑賞 中国伝統演劇の歴史、要素と特徴  

基本練習 

3. 基本練習 

4. 基本練習、演目紹介 

5. 基本練習、演技術 

6. 基本練習、演技術 

7. 基本練習、演技術 

8. 基本練習、演技術 

9. 基本練習、演技術 

10. 基本練習、演技術 

11. 基本練習、衣装・化粧 

12. 基本練習、総合復習 

13. 総合復習、実技テスト 

14. 総合復習、実技テスト 

 

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

中国の歴史や文化・芸術、また舞台芸術全般について広く関心を持つ。 

中国語を学んでおくとさらに役立つ。 

基礎体力を作り、柔軟性や足腰を鍛錬する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(35%)/最終レポート(Final Report)(30%)/出席及び授業への取り組み(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に随時配布 

 

参考文献（Readings） 

授業時に指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

実技あり 

Blackoard不使用 

 

注意事項（Notice） 
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■HN504 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN504／映像身体学特講４ 

(Special Topics on Expression Studies 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
自己表現としての写真撮影 

担当者名 

（Instructor） 
小平 雅尋(KODAIRA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

物理的な世界と拮抗するほど映像が氾濫する現代社会において、「人間の視覚」と機械映像たる「カメラ/写真の視覚」の差異を

知り、代表的な写真家の作品を参考としながら自らも課題に沿って撮影することで写真表現の世界の広さや深さを知る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

カメラ/写真の基本的な仕組み、撮影方法や映像の読み方を学びながら、技術的な課題から徐々に高度な表現を追求してゆく。 

※一眼レフまたはミラーレスカメラなどレンズが交換できるレベルのカメラを持っていることが受講条件となる。コンパクトカメラや

スマホは不可。カメラの扱いは初心者でも構わないが撮影技術の指導が授業の主眼ではないので、ひとまず取説を見ながらでも

自身でカメラを操作する意欲があること。 

※毎回授業の終わりに課題を出し、その後提出、講評というサイクルを繰り返すので、各自撮影課題をこなす時間が必要にな

る。数か月間ずっと写真について考え続けることになるだろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. カメラの発明、黎明期の写真    

2. カメラの仕組みと写真的な描写   

3. 視覚の確認      

4. 基本的な撮影技法とその読み方１ 

パンフォーカスとボケ 

5. 基本的な撮影技法とその読み方 2 

レンズの画角 

6. 想像したイメージを環境に見つけ表現に結びつける 1 

7. キャンディド・フォト 

8. 被写体と撮影者の関係 

9. 主題と背景 

10. 瞬間的な反応 

11. 基本的な撮影技法とその読み方 3 

順光と逆光 

12. 想像したイメージを環境に見つけ表現に結びつける 2 

13. 自己の客体化 

14. まとめ 

 

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

毎回必ず撮影課題を出します。課題は２Lサイズの写真プリントで提出。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

課題提出(40%)/課題内容(40%)/積極性(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。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 前田英樹・江川隆男、『「何を＜映像身体学＞と呼ぶのか」』 

2. 日高優、2016、『映像と文化 知覚の問いに向かって』、幻冬舎 (ISBN:9784344953024) 

3. 小平雅尋、2018、『在りて在るもの』、タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム 

4. 小平雅尋、2015、『他なるもの』、タカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルム 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

小平雅尋 HP https://www.kodairam.com/ 

所属ギャラリーHP http://www.takaishiigallery.com/jp/archives/14385/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HN505 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN505／映像身体学特講５ 

(Special Topics on Expression Studies 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
現代美術はなにを実践してきたのか 

担当者名 

（Instructor） 
矢野 静明(YANO SHIZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀以降の美術史の流れをたどる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

２０世紀以降の美術作品と作家を，歴史に沿って紹介する。 

講義中に取り上げる作品や作家への知識理解にとどまることなく，受講生自らが行っている作品制作や，表現の内容を探求する

ための実践的な手立てとして学ぶ姿勢を必要とする。 

コメントカードの内容は重視するが，出席表としての提出は必要としない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. フランス印象派 

2. ゴッホ，セザンヌ 

3. フォーヴィスム，マティス 

4. キュビスム，ピカソ 

5. ドイツ表現主義 

6. ノルデ，パウラ・モーダーゾーン・ベッカー 

7. ダダ 

8. シュルレアリスム 

9. ダリ，ジャコメッティ 

10. 戦後アメリカ美術 

11. ポロック，ニューマン 

12. １９６０年代以降の美術 

13. 戦後日本美術 

14. 高村光太郎，瑛九 

 

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

２０世紀美術に関する簡単な入門書，案内書（新書，文庫等）を手に入れ，全体の流れ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)(60%)/コメントペーパー(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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■HN507 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN507／映像身体学特講７ 

(Special Topics on Expression Studies 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
動きを記録する仕組みをつくる 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

身体の振る舞いをダイアグラム化し、研究する視点を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体の振る舞いを研究する方法は、写真、映像を含めた様々な技術の発展に影響を受けてきた。しかし、身体の振る舞いを時

間、空間座標上にプロットするという基本的発想自体はさして変わっていないように思われる。この授業では、身体の振る舞いを

時間、空間座標上にプロットする仕組みをグループワークで考えてもらう。そして、その仕組みによって記録された身体の振る舞

いを最終的な成果物として発表してもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. エティエンヌ＝ジュール・マレーの連続写真について 

3. 身体行為の研究事例紹介 

4. 動きを記録するワークショップ（１） 

5. 動きを記録するワークショップ（２） 

6. 研究対象の設定 

7. 研究方法の立案 

8. 中間発表（１） 

9. 中間発表（２） 

10. 個別作業（１） 

11. 個別作業（２） 

12. 研究方法の最終チェック 

13. 研究結果発表と討論 

14. 研究結果発表と討論の続き 

 

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

グループワークでは授業時間外での作業が発生する。そのつもりで受講し、各自こなすべき作業については確実に行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

グループワークへの参加及び最終成果物の提出(60%)/出席及び授業への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示、もしくは配布する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

履修者数、グループワークの進展状況などに応じて、授業の進行は臨機応変に変更する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN513 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN513／映像身体学特講１ 

(Special Topics on Expression Studies 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
我々は映画の何を見て何を見ていないのか 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期１(Fall Semester 1) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

劇映画の構造を考察する。その映画作品は何についての映画なのか。その何を、どのように見せているのか。その何から、何が

読めるのか。 

 

授業の内容（Course Contents） 

劇映画の可視と不可視（我々は映画の何を見て何を見ていないのか）を具体的な映画作品を見、かつ読むことで、実践的に探

る。つまり、劇映画の構造についての現場検証を行う。対象となる映画作品は、そのつど授業で示す。 

授業は月曜日の４〜5 限の２コマ続き（秋学期１）であることに注意。なお以下の授業計画は、あくまでも予定。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参考作品断片映写。導入として、映画を「見る」ことの「現場」を実感する。 

2. 参考作品（１）映写 

3. 参考作品（１）現場検証と考察（１） 

4. 参考作品（１）現場検証と考察（２） 

5. 参考作品（２）映写 

6. 参考作品（２）現場検証と考察（１） 

7. 参考作品（２）現場検証と考察（２） 

8. 参考作品（３）映写 

9. 参考作品（３）現場検証と考察（１） 

10. 参考作品（３）現場検証と考察（２） 

11. 参考作品（４）映写 

12. 参考作品（４）現場検証と考察（１） 

13. 参考作品（４）現場検証と考察（２） 

14. まとめ 

 

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

授業でタイトルを挙げた映画を見ておくこと。 

 

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） 

見ておくべき映画を提示することがある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN514 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN514／映像身体学特講６ 

(Special Topics on Expression Studies 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本の芸能を考える／能の「くるい／狂」をめぐって 

担当者名 

（Instructor） 
森 瑞枝(MORI MIZUE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

能を軸として、日本における芸能の展開を概観しながら、身体を意識した知的な探求を身につける契機とする。本年度は「くるい」

の表現、作品化に着目す 

 

授業の内容（Course Contents） 

能は日本の芸能史、文化史の要（かなめ）に位置している。能における「くるい」に着目し、能の成立と展開、能以降の芸能への影

響を見通してゆく。 

世阿弥の芸道論に記された芸能神話、演技論を読み解き、実演の場での「くるい」の表現、具体的な演目の作品分析をおこなう。

芸能おいて、狂気がどのように捉えられ、身体化されていったか、それによって、狂気に対する認識の深められてゆく経緯をたど

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  「くるい」としての芸能 

2. 『風姿花伝』の芸能神話、 

神楽、方便。 

3. 狂乱の型「カケリ」①  解説 

巫女ものぐるい、修羅の狂い、狂い芸。 

4. 狂乱の型「カケリ」② ワークショップ。 

5. 作品研究 思いゆえのものぐるい① 

6. 作品研究 思いゆえのものぐるい② 

7. 作品研究 思いゆえのものぐるい③ 

8. 禅の「狂」 

9. 作品研究 金春禅竹の作品 

10. 作品研究 小町もの①  

11. 作品研究 小町もの② 

12. 作品研究 小町もの③ 

13. 「くるい」と「かぶく」 

14. 狂い芸のゆくえ  近代化・現代化 

 

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

作品研究でとりあげる演目や詞章は授業時に示す。 

授業で紹介、言及した作品や動画をチェックするよう心がけてほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加への積極的態度・リアクションペーパー(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 伊東正義校注、１９８６、『新潮日本古典集成『謡曲集 中』』、新潮社 (4106203731C0392) 

2. 世阿弥著 竹本幹夫訳、『風姿花伝・三道 現代語訳』、角川書店 

3. 世阿弥著 田中裕校注、『新潮日本古典集成 世阿弥芸術論集』、新潮社 

具体的にとりあげる曲名、章段については授業時に指定する。資料プリントも配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 石井公成、2017、『〈ものまね〉の歴史 仏教・笑・芸能』歴史文化ライブラリー、吉川弘文館 

2. 沖本幸子、2016、『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』歴史文化ライブラリー、吉川弘文館 (ISBN:9784642058209) 

3. 一休宗純著、柳田聖山訳、2001、『狂雲集』中公クラッシックス、中央公論社 

4. フリードリヒ・ぺルツィンスキー、2007、『日本の仮面  能と狂言』、法政大学出版局 (ISBN:9784588420092) 

5. 西田正好、『風狂の精神』講談社現代新書、講談社 
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その他、随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

パワーポイントを使用した講義様式で、映像資料なども適宜活用する。 

必要に応じて、実際に動き声を発して、能の所作や謡を実習する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN515 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN515／映像身体学特講８ 

(Special Topics on Expression Studies 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像と音による一般メディア研究とその批判 

担当者名 

（Instructor） 
赤坂 太輔(AKASAKA 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） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

私たちが日常的に影響されている映像メディアとはどのようなものか？どのように作用するのか？を学習すること、またそれらを

批判する現代映画の新しい試みを紹介し、イメージを解体したり分析する視線を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

一般的なメディア映像の断片を取り上げて情報や非情報について分析し、聴講者とともにその特質や視聴者への影響について

考える。また、現代の世界で制作されているさまざまな映像作品を見ることを通じて、映像の諸要素や機能を疑い批判する思考

について学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 現代映画と古典映画、テレビ CM、ドラマ、バラエティー等の映像の成り立ちの比較分析（1） 

3. 現代映画と古典映画、テレビ CM、ドラマ、バラエティー等の映像の成り立ちの比較分析（2） 

4. 現代映画と古典映画、テレビ CM、ドラマ、バラエティー等の映像の成り立ちの比較分析（3） 

5. 主に非欧米映画圏（日本、旧ソ連、ラテンアメリカ、アジア等）の現代映画の映像によるメディア批判(1) 

6. 主に非欧米映画圏（日本、旧ソ連、ラテンアメリカ、アジア等）の現代映画の映像によるメディア批判(2) 

7. 主に非欧米映画圏（日本、旧ソ連、ラテンアメリカ、アジア等）の現代映画の映像によるメディア批判(3) 

8. 主に非欧米映画圏（日本、旧ソ連、ラテンアメリカ、アジア等）の現代映画の映像によるメディア批判(4) 

9. 自然さとは何かードキュメンタリーとフィクション、映像の多様性(1) 

10. 自然さとは何かードキュメンタリーとフィクション、映像の多様性(2) 

11. 自然さとは何かードキュメンタリーとフィクション、映像の多様性(3) 

12. 映像と社会(1) イメージ操作と批判の歴史 

13. 映像と社会(2) イメージ操作と批判の現在 

14. 総論 

 

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

授業のノートを取ること。とった内容を後で見なおすこと。できるなら講義で見せた映画をぜひ見てもらいたい 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/小テスト(40%) 

授業中に小テストを行う回があります。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

new century new cinema 

http://www.ncncine.com/ 

 

注意事項（Notice） 
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■HN703 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN703／生命システム論 

(Living=System) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命の可能性を活用する 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 諭(INAGAKI 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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命は地球上で最大の多様性をもつ存在であるが，それが何であるのかを確定する試みには，哲学的にも，自然科学的にも多

大な困難が付きまとう。その困難さの由来を明らかにすると同時に，可能性としての生命とそのイメージの活用法を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

生命と非生命の区別はどこにあるのか。こうした問いは，それ自体，生命の特殊な一形態にすぎない人間からのみ発せられる問

いである。問いの形式や内容一切をすでに貫いているのが生命であり，その運動である。講義では，生命に含まれる基本的要素

として，時間，記憶，運動，形態，構造，進化，物語等を手がかりに，生命の特性について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 生命の存在と認識 

2. 生命の最少定義を探す＜1＞ 

3. 生命の最少定義を探す＜2＞ 

4. 質料，形相，階層性 

5. エントロピーと自己組織化＜1＞ 

6. エントロピーと自己組織化＜2＞ 

7. 進化とミトコンドリアの遊戯＜1＞ 

8. 進化とミトコンドリアの遊戯＜2＞ 

9. 死はどのようにして獲得されたか＜1＞ 

10. 死はどのようにして獲得されたか＜2＞ 

11. 物語の内部観察＜1＞ 

12. 物語の内部観察＜2＞ 

13. 生命の論理＜1＞感情 

14. 生命と論理＜2＞身体と表現 

 

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

講義内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義貢献度（出席含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田利明・河本英夫・稲垣諭、2013、『エコロジーをデザインする』、春秋社 (ISBN:4393333233) 

その他、講義内で示唆する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN704 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HN704／現代思想概説 

(Introduction to the Contemporary Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
50 年後の「68 年」 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

20 世紀後半から現在にいたる歴史と思考の交渉について理解を深めることで現代社会を全体的かつ批判的にとらえる視座を獲

得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

68 年をひとつの軸として現代思想の見取り図を作る。思考は歴史とどのようにして相渉ることができるかを問いたい。講義形式で

行うが、適宜映像や音響教材を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ジジェク『倒錯的イデオロギー·ガイド』 

2. ジジェク『倒錯的イデオロギー·ガイド』 

3. ジジェク『倒錯的イデオロギー·ガイド』 

4. アルチュセール 

国家のイデオロギー装置 

5. サルトル 

想像力 

6. サルトル 

集団/歴史 

7. ブランショ 

非人称、人民、共同体 

8. ドゥボール 

状況主義、スペクタクルの社会 

9. 前史としての植民地解放闘争 

アルジェリアの問題 

10. 同時代史 

ヴェトナム戦争 

11. 同時代史 

中国文化大革命とフランスの毛沢東主義 

12. 同時代史 

ゴダールとジガ·ヴェルトフ集団 

13. 後史 

68 年、成功した反革命？ 

14. 展望 

アウシュヴィッツとパレスチナのあいだで 

 

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

広く 20 世紀から現在までの歴史に関心を持つこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(80%)/毎回課すリアクション·ペーパー(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN755 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術入門Ａ 

(Fundamentals of Video Technique) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学科保有の撮影機材、照明機材の基礎と撮影 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像制作の初心者を含めた撮影技術の入門講座。 

学科ではプロも使用している機器を多く使用しており, そうした学科保有の撮影機材、照明機材の基本的な取扱い方を習得し撮

影することを目標とする。 

人数制限６０名。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科保有の機材を用い，２または３コマ連続して行う集中講義とする。 

これまでに本格的な映像撮影機器を取り扱ったことがなくても（初心者でも）問題ない。 

実際に機材を用いて取扱いを指導し，授業内での課題により実践する。 

４月～７月の土曜の午後，のべ５回とし，開講期日は事前に知らせる。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび学科保有機材の説明・撮影照明機材取扱い指導（１）  

2. 撮影照明機材取扱い指導（２） 

3. 撮影照明機材取扱い指導（３）  

4. 撮影実践（１）  

5. 撮影実践（２）  

6. 撮影実践（３）  

7. 作品講評（１） 

8. 作品講評（２） 

9. ライティングについて 

10. 撮影実践（４） 

11. 撮影実践（５） 

12. 撮影実践（６） 

13. 作品講評（３） 

14. 作品講評（４） 

 

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） 

授業への出席及び授業態度(60%)/授業への取り組み(20%)/最終作品提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてテキストと参考資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. デニス・シェファー＋ラリー・サルヴァート、１９８８年初版、『マスターズオブライト』、フィルムアート社 

その他必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN756 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術入門Ｂ 

(Fundamentals of Video Technique) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学科保有の撮影機材、照明機材の基礎と撮影 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC1120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像制作の初心者を含めた撮影技術の入門講座。 

学科ではプロも使用している機器を多く使用しており, そうした学科保有の撮影機材、照明機材の基本的な取扱い方を習得し撮

影することを目標とする。 

人数制限６０名。  

 

授業の内容（Course Contents） 

学科保有の機材を用い，２または３コマ連続して行う集中講義とする。 

これまでに本格的な映像撮影機器を取り扱ったことがなくても（初心者でも）問題ない。 

実際に機材を用いて取扱いを指導し，授業内での課題により実践する。 

９月～１月の土曜の午後，のべ５回とし，開講期日は事前に知らせる。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスおよび学科保有機材の説明・撮影照明機材取扱い指導（１）   

2. 撮影照明機材取扱い指導（２）  

3. 撮影照明機材取扱い指導（３）   

4. 撮影実践（１） 

5. 撮影実践（２） 

6. 撮影実践（３） 

7. 作品講評（１） 

8. 作品講評（２） 

9. 撮影実践（４） 

10. 撮影実践（５） 

11. 撮影実践（６） 

12. 作品講評 

13. 作品講評（３） 

14. 作品講評（４） 

 

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） 

授業への出席及び授業態度(60%)/授業への取り組み(20%)/最終作品提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてテキストと参考資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. デニス・シェファー＋ラリー・サルヴァート、１９８８年初版、『マスターズオブライト』、フィルムアート社   

その他必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN757 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術中級１ 

(Intermediate Video Technique 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画撮影の技法 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「映像技術入門」で習得した基礎から，より豊かな映像表現のための技術を習得する。 

人数制限 40 名。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科保有の機材を用いて，撮影技術とライティングのさらなる習得。 

写真課題作品の提出がある可能性あり。 

 授業の内容は, 受講学生の技術習得度に応じて下記の計画から変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 撮影機材 

2. 撮影方法 

3. 照明機材 

4. 照明方法 

5. 課題撮影（１） 

6. 課題撮影（２） 

7. 課題撮影（３） 

8. 作品講評（１） 

9. 作品講評（２） 

10. 課題撮影（４） 

11. 課題撮影（５） 

12. 課題撮影（６） 

13. 作品講評（３） 

14. 作品講評（４） 

 

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） 

授業への出席及び授業態度(60%)/授業への取り組み(20%)/作品課題提出かレポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてテキストと参考資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷崎潤一郎、『陰翳礼讃』、中公文庫/角川文庫 

その他必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN758 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／映像技術中級２ 

(Intermediate Video Technique 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画撮影の技法 

担当者名 

（Instructor） 
山田 達也(YAMADA TATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「映像技術入門」で習得した基礎から，より豊かな映像表現のための技術を習得する。 

人数制限 40 名。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学科保有の機材を用いて，撮影技術とライティングのさらなる習得。 

写真課題作品の提出がある可能性あり。 

 授業の内容は, 受講学生の技術習得度に応じて下記の計画から変更する可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 撮影機材 

2. 撮影方法 

3. 照明機材 

4. 照明方法 

5. 課題撮影（１） 

6. 課題撮影（２） 

7. 課題撮影（３） 

8. 作品講評（１） 

9. 作品講評（２） 

10. 課題撮影（４） 

11. 課題撮影（５） 

12. 課題撮影（６） 

13. 作品講評（３） 

14. 作品講評（４） 

 

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） 

授業への出席及び授業態度(60%)/授業への取り組み(20%)/課題提出かレポート提出(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じてテキストと参考資料を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 谷崎潤一郎、『陰翳礼讃』、中公文庫/角川文庫 

その他必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN761 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

抽選登録／舞台技術演習 

(Senography Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

牛川 紀政(USHIKAWA NORIMASA) 

杉山 至(SUGIYAMA ITARU) 

吉本 有輝子(YOSHIMOTO YUKIKO) 

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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像身体学科の実習・試演会で使用されるロフトの空間を生かし、舞台芸術の基礎的な技術知識にいたる前の多角的な視点/イ

メージを養い、各々のセクションで空間と関わりながらその技術の方法を思考する。  

 

授業の内容（Course Contents） 

実際にロフトの空間や機材を使用し、ロフト空間にアプローチする各講師のワークショップ形式。舞台芸術における「空間」「光」

「音」「衣装」が演者と共にあるだけでなく、演者も含め最終的には「観客と共にある」状態を、各講師においてグループワークで思

考/試行する。また舞台上演におけるスタッフワークや本番までの進行、安全面の説明など、舞台監督の具体的な動きについて

のレクチャーも行なう。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 空間ワークショップ① 

2. 空間ワークショップ② 

3. 空間ワークショップ③ 

4. 空間ワークショップ④ 

5. 音響ワークショップ① 

6. 音響ワークショップ② 

7. 衣装ワークショップ① 

8. 衣装ワーキウショップ② 

9. 音響ワークショップ③ 

10. 舞台監督レクチャー 

11. 舞台監督ワークショップ 

12. 照明ワークショップ① 

13. 照明ワークショップ② 

14. 照明ワークショップ③ 

15. 照明ワークショップ④ 

 

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

高所作業、照明、音響機器等の取り扱いをする場合があるので、動きやすい服装を用意し体調を整えて出席のこと。ワークショッ

プによっては、サンダル、ヒール、スカートやショートパンツでは参加できない場合があるので、事前の連絡等を確認のこと。資料

収集等、他準備する必要がある場合は履修者に対して指示します。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び授業参加度(100%) 

著しい遅刻は欠席とみなし、出席が足りないと単位認定されません。 

 

テキスト（Textbooks） 

必要な資料がある場合はプリントなどで配布します。 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で各講師から紹介があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

ワークショップの順序は全体の進め方や内容により変更あり。講義初日に予定を配布します。 

 

注意事項（Notice） 

８月１日（水）・２日（木）各２～５時限 ３日（金）３～５時限 ６日（月）２～５時限 
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■HN763 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／都市の記憶と表象文化 

(Memory and Representation of Cities) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

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） 
BEC2931 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像と身体に関わる表現や、都市と文化との相互的な交渉関係を中心とした問題系について、海外体験を通じて知見を広め、映

像身体学や芸術文化をアクチュアルに思考＝実践していく発想を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

１．事前学習として、教員によるレクチャー、文献の講読などを行う。 

２．教員による引率のもと、ニューヨークに短期滞在（9 泊 10 日予定）を行い、劇場やミュージアムの視察、現地の研究者によるレ

クチャーの受講、現地の学生との交流などを行う。 

３．帰国後に体験レポートを提出する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 事前学習１（4 月 11日 6 限予定） 

2. 事前学習２（5 月 16日 6 限予定） 

3. 事前学習３（6 月 13日 6 限予定） 

4. ニューヨークにおける現地研修 

5. ニューヨークにおける現地研修 

6. ニューヨークにおける現地研修 

7. ニューヨークにおける現地研修 

8. ニューヨークにおける現地研修 

9. ニューヨークにおける現地研修 

10. ニューヨークにおける現地研修 

11. ニューヨークにおける現地研修 

12. ニューヨークにおける現地研修 

13. ニューヨークにおける現地研修 

14. ニューヨークにおける現地研修 

15. ニューヨークにおける現地研修 

 

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

事前学習には課題も出ます。履修に際して英語の能力は問いませんが、渡航前に英語によるコミュニケーション力をつけるため

に各自努力するようにして下さい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前授業時の取り組み(15%)/現地研修時の取り組み(55%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて指示します。 

 

注意事項（Notice） 

事前授業日程：4/11 5/16 6/13 6 時限 N434 教室 
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■HN811 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて，必要に応じて卒業論文の書き方や研究の進め方からはじめて各人の卒業論文作成の

進度に応じた指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個別指導 

2. 個別指導 

3. 個別指導 

4. 個別指導 

5. 個別指導 

6. 個別指導 

7. 個別指導 

8. 個別指導 

9. 個別指導 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 個別指導 

 

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

卒業論文，製作にあたってのテーマを決め，先行研究を十分に吟味しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表や報告などの成果物(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN812 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて，必要に応じて卒業論文の書き方や研究の進め方からはじめて各人の卒業論文作成の

進度に応じた指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文・卒業制作の指導 

2. 卒業論文・卒業制作の指導 

3. 卒業論文・卒業制作の指導 

4. 卒業論文・卒業制作の指導 

5. 卒業論文・卒業制作の指導 

6. 卒業論文・卒業制作の指導 

7. 卒業論文・卒業制作の指導 

8. 卒業論文・卒業制作の指導 

9. 卒業論文・卒業制作の指導 

10. 卒業論文・卒業制作の指導 

11. 卒業論文・卒業制作の指導 

12. 卒業論文・卒業制作の指導 

13. 卒業論文・卒業制作の指導 

14. 卒業論文・卒業制作の指導 

 

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適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び研究への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各履修者の卒業論文のテーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の運営に Blackboardを活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN813 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて各人の問題関心を深め，研究方法への自覚を高めて，卒業論文の完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生の報告と指導 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN814 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて各人の問題関心を深め，研究方法への自覚を高めて，卒業論文の完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（1） 

3. 参加者による報告（2） 

4. 参加者による報告（3） 

5. 参加者による報告（4） 

6. 参加者による報告（5） 

7. 参加者による報告（6） 

8. 参加者による報告（7） 

9. 参加者による報告（8） 

10. 参加者による報告（9） 

11. 参加者による報告（10） 

12. 参加者による報告（11） 

13. 参加者による報告（12） 

14. 参加者による報告（13） 

 

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） 

卒業論文作成過程における各人の主題の立て方の深まり、取り組み等を評価・判定する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN815 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の完成に向けて、具体的な執筆の方法を学習しながら、テーマや構成を決め、テーマに沿った調査・研究を進める。 

 

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。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導 1 卒業論文執筆の心得 

2. 指導 2 調査方法 

3. 指導 3 テーマについて討論 

4. 指導 4 テーマについて討論 

5. 指導 5 テーマについて討論 

6. 指導 6 アウトラインを文章化する 

7. 指導 7 アウトラインの検討と修正 

8. 指導 8 論文の書き方 

9. 指導 9 内容検討 

10. 指導 10 内容検討 

11. 指導 11 内容検討 

12. 指導 12 内容検討 

13. 指導 13 内容検討 

14. 指導 14 内容検討 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN816 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文、卒業制作が各自で完成できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに応じて個別に論文作成等の指導を行ないます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導の進め方について 

2. 卒業論文等の個別指導 

3. 卒業論文等の個別指導 

4. 卒業論文等の個別指導 

5. 卒業論文等の個別指導 

6. 卒業論文等の個別指導 

7. 卒業論文等の個別指導 

8. 卒業論文等の個別指導 

9. 卒業論文等の個別指導 

10. 卒業論文等の個別指導 

11. 卒業論文等の個別指導 

12. 卒業論文等の個別指導 

13. 卒業論文等の個別指導 

14. 卒業論文等の個別指導 

 

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

卒業論文、卒業制作についての具体的プランを文書にして作成しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(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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■HN818 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが設定したテーマに応じた卒業制作としての演劇作品の上演の構想と発表。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間がなにかを「演じる」こととこの世界において「劇」であることとの間にはどのようなつながりがあるのだろうか。 

演劇的な心理描写でもなく、物語の要素でもなく、この社会の枠組みから逸脱したところにドラマ（劇的であること）が発見される

のかもしれない。 

秋学期の卒業制作の授業は、主に上演に向けての稽古や合評の場になるだろう。以下の授業計画は、一つの指針である。詳細

は授業で受講者と話し合う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 話し合いとリハーサル。 

2. 話し合いとリハーサル。 

3. 話し合いとリハーサル。 

4. 話し合いとリハーサル。 

5. 話し合いとリハーサル。 

6. 話し合いとリハーサル。 

7. リハーサル。 

8. リハーサル。 

9. リハーサル。 

10. リハーサル。 

11. リハーサル。 

12. 上演 

13. 上演 

14. 上演 

 

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

授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および積極性(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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■HN819 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが設定したテーマ、コンセプトに応じたダンス作品・パフォーマンス作品上演の構想と発表。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業制作の授業は、各受講者の上演に向けた作品の創作過程における演出面のサポートや論文指導。また個別指導とグルー

プ・ディスカッションを往復し各自の方法論を探り深める。春学期は主にそのコンセプト設定と発表方法の確定、そこに向けた試行

錯誤を繰り返しワーク・イン・プログレス上演を目指す。パフォーミングアーツのみならず社会全体に於いてパラダイムチェンジが

起きている現状を踏まえ、発表形態は舞台上演だけに限らず、ワークショップ、展覧会など多様に展開することや新たな発表形

態を生み出すことに積極的に取り組んでもらいたい。尚、以下の授業計画は、大まかな目安であり、 詳しくは最初の授業で受講

者と話し合いながら決めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 話し合いとリハーサル。 

2. リハーサル 

3. リハーサル 

4. リハーサル 

5. リハーサル 

6. リハーサル 

7. リハーサル 

8. リハーサル 

9. リハーサル 

10. リハーサル 

11. リハーサル 

12. リハーサル 

13. 各自のワーク・イン・プログレス上演 

14. ワーク・イン・プログレスの合評 

 

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に提示する。また、舞台公演のみならず美術、音楽の展覧会、コンサートに触れてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表とそこに至る取り組み。(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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■HN820 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映画製作 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業制作の撮影準備，撮影を具体的にすすめていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒業制作のためのワークショップである。3 年次のワークショップで練りあげたシナリオを基に撮影準備（ロケ場所の決定，キャス

ティング，衣装，小道具の準備）を具体的に決めていく。基本的に準備から実際の撮影にいたるまでの様々な局面に対して，アド

バイスをする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業制作指導① 

2. 卒業制作指導② 

3. 卒業制作指導③ 

4. 卒業制作指導④ 

5. 卒業制作指導⑤ 

6. 卒業制作指導⑥ 

7. 卒業制作指導⑦ 

8. 卒業制作指導⑧ 

9. 卒業制作指導⑨ 

10. 卒業制作指導⑩ 

11. 卒業制作指導⑪ 

12. 卒業制作指導⑫ 

13. 卒業制作指導⑬ 

14. 卒業制作指導⑭ 

 

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

春期休みに必ず脚本またはプロットを完成されておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率ではなく，卒業制作の進行具合による評価(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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■HN821 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生は 25 分程度の劇映画を卒業制作として制作することを目指す。授業ではそのためのさまざまな指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は 25 分程度の劇映画を卒業制作として制作することを目指す。授業ではそのためのさまざまな指導を行う。 

（とくにこれ以上書くことはないのですが、シラバスの最低字数制限というのがあって、何か書かなければいけないので、例えば

『ウェスタン』の冒頭で、ブロンソンが吐息のように奏でるハーモニカのメロディーを最後に引き出すために、それ以前にじつにさま

ざまな音を鳴らし続け、このプロローグを音のテーマで描く、といったことを映画監督はどうして気づけるのかを実践的に考えるこ

とも授業内容のひとつかもしれない、ととりあえず書いておこう） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業制作のための指導 

2. 卒業制作のための指導 

3. 卒業制作のための指導 

4. 卒業制作のための指導 

5. 卒業制作のための指導 

6. 卒業制作のための指導 

7. 卒業制作のための指導 

8. 卒業制作のための指導 

9. 卒業制作のための指導 

10. 卒業制作のための指導 

11. 卒業制作のための指導 

12. 卒業制作のための指導 

13. 卒業制作のための指導 

14. 卒業制作のための指導 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業制作を通してどれだけ「劇映画」に迫ることができたかの度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN822 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業制作を提出する者を対象として、研究と制作の前段的指導をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

登録受講者の卒業制作が遅滞なく進行するように、必要な助言指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション＝卒業制作進行の決めごと。 

2. 同前・学生による発表② 

3. 個別指導① 

4. 個別指導② 

5. 個別指導③ 

6. 個別指導④ 

7. 個別指導⑤ 

8. 制作準備報告① 

9. 制作準備報告② 

10. 事前構成① 

11. 事前構成② 

12. 事前構成③ 

13. 事前構成④ 

14. 夏休み前の作業の確認 

 

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

・テーマの確定をおこない、担当教員の了承を得ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業制作の中間過程での作業進行に関する平常点(100%) 

卒業制作の作業進行に著しい遅滞が認められる場合はＤ評価とし、秋学期には進めないこととする。 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし。授業の中で個別に指導する。 

 

参考文献（Readings） 

特になし。授業の中で個別に指導する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN823 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が映像身体学の観点から問題関心を深め、主題・方法等について具体的に教員とやりとりして学びながら、卒業論文・卒業

制作を完成できるようにする。指導を仰ぎながらも、独力でひとつの論文、あるいはひとつの制作物を完成するために、総合的に

学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに応じた学生による報告をもとに、個別ないしはグループで論文作成等の指導をおこなう。各人のテーマを具体的

に展開しながら、映像身体学の学びを根底に据えて思考するための指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導の進め方について 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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、必要に応じて別途おこなう。卒業論文、卒業制作についてのプランを事前に文書にして作成

しておくことが望ましい。分量は問わない。また、自分の卒業論文・卒業制作およびのその副論文の構成メモや本文など、進捗状

況に応じてその都度書いておくこと（指導時には、毎回それを印刷して持参すること）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び取り組み(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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■HN824 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の設定したテーマに応じた研究方法に習熟し、卒業論文を完成できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒論の完成に向けて、各自がテーマに応じて、先行研究の調査、研究計画の立案、データ採取・分析などを行い、経過を報告す

る。その報告に対して、教員が指導を行う。 

論文の執筆には先行研究のレビューが不可欠になる。各自の研究テーマに即した文献を、適宜指示するので、丁寧に読解する

こと。 

また、データの収集、分析の方法については、予め定まった収集、分析方法の枠組みは提示しない。研究のテーマと対象を細部

までを設定したうえで、それに応じて研究方法を模索してもらい、指導していくという方針を取る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方について 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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

詳細は授業時に指示するが、研究は自主的に進めることを原則とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN825 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業制作に向けて、各受講者のテーマ、方法を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各受講者から卒業論文・卒業制作に向けた作業の進行状況について報告をもらい、個別指導を行う。また必要に応じてグルー

プ・ディスカッションを行い、互いに批評しあうことで各自のテーマや方法を深める。 

なお秋学期に実施する卒業制作展も授業の一環と位置付けており、ゼミ全体でのグループワークや共同作業が前提となる。よっ

て卒制展に参加する意思のない者、卒制展の準備に十分な参加ができない者の履修は認めない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

2. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

3. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

4. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

5. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

6. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

7. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

8. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

9. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

10. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

11. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

12. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

13. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

14. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

取り組みの積極性および達成度(60%)/出席およびレポートの提出状況(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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■HN826 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／卒業論文・卒業制作指導演習１ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 1) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業制作に向けて、各人の問題関心・主題・方法を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加学生からの報告とそれに対する教員からのコメント、という形式を基本としつつ、状況に応じて適宜その他の形式も取り入れ

指導を行っていきます。 

論文にせよ、制作にせよ、真摯な問題関心を持つこと、発展可能性と実現可能性のバランスを巧みにとった主題を設定すること、

そして、十分に自覚的な方法意識を持つことが不可欠です。教員からの指導を得つつも、何よりも自らが論文および制作の主体

なのであるという意識を強く持って参加してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 参加学生による報告 

3. 参加学生による報告 

4. 参加学生による報告 

5. 参加学生による報告 

6. 参加学生による報告 

7. 参加学生による報告 

8. 参加学生による報告 

9. 参加学生による報告 

10. 参加学生による報告 

11. 参加学生による報告 

12. 参加学生による報告 

13. 参加学生による報告 

14. 参加学生による報告 

 

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

卒業論文および卒業制作の作成は、当然のことながら正規の授業時間中だけで収まるものではありません。時間のマネジメント

まで含めて、取り組むべき課題の一つです。自らが納得のいくものとなるよう、意識的な時間の使い方をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び卒業論文・卒業制作の作成過程における取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の関心や主題に応じて都度紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN861 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
香山 リカ(KAYAMA RIKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて，必要に応じて卒業論文の書き方や研究の進め方からはじめて各人の卒業論文作成の

進度に応じた指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 個別指導 

2. 個別指導 

3. 個別指導 

4. 個別指導 

5. 個別指導 

6. 個別指導 

7. 個別指導 

8. 個別指導 

9. 個別指導 

10. 個別指導 

11. 個別指導 

12. 個別指導 

13. 個別指導 

14. 個別指導 

 

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

卒業論文，製作にあたってのテーマを決め，先行研究を十分に吟味しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表や報告などの成果物(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN862 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて，必要に応じて卒業論文の書き方や研究の進め方からはじめて各人の卒業論文作成の

進度に応じた指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文・卒業制作の指導 

2. 卒業論文・卒業制作の指導 

3. 卒業論文・卒業制作の指導 

4. 卒業論文・卒業制作の指導 

5. 卒業論文・卒業制作の指導 

6. 卒業論文・卒業制作の指導 

7. 卒業論文・卒業制作の指導 

8. 卒業論文・卒業制作の指導 

9. 卒業論文・卒業制作の指導 

10. 卒業論文・卒業制作の指導 

11. 卒業論文・卒業制作の指導 

12. 卒業論文・卒業制作の指導 

13. 卒業論文・卒業制作の指導 

14. 卒業論文・卒業制作の指導 

 

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適宜指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び研究への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各履修者の卒業論文のテーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の運営に Blackboardを活用する。 

 

注意事項（Notice） 
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■HN863 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
田崎 英明(TAZAKI HIDEAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて各人の問題関心を深め，研究方法への自覚を高めて，卒業論文の完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生の報告と指導 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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

授業時に指示。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN864 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
江川 隆男(EGAWA TAKAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文作成に向けて各人の問題関心・主題・方法等の理解を深め，論文としての完成度を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

個別指導や演習形式の指導等を通じて各人の問題関心を深め，研究方法への自覚を高めて，卒業論文の完成を目指す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告（1） 

3. 参加者による報告（2） 

4. 参加者による報告（3） 

5. 参加者による報告（4） 

6. 参加者による報告（5） 

7. 参加者による報告（6） 

8. 参加者による報告（7） 

9. 参加者による報告（8） 

10. 参加者による報告（9） 

11. 参加者による報告（10） 

12. 参加者による報告（11） 

13. 参加者による報告（12） 

14. 参加者による報告（13） 

 

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） 

卒業論文作成過程における各人の主題の立て方の深まり、取り組み等を評価・判定する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特に定めない。 

 

参考文献（Readings） 

各人の卒業論文テーマに沿って適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN865 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
卒業論文の執筆 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦俊(Manda Kunitoshi) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文の完成に向けて，テーマに沿った調査・研究を進める。 

 

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。 

 

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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN866 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
大山 載吉(OHYAMA NORIYOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文、卒業制作を各自で完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに応じ、個別で論文作成等の指導を行ないます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業論文等の個別指導 

2. 卒業論文等の個別指導 

3. 卒業論文等の個別指導 

4. 卒業論文等の個別指導 

5. 卒業論文等の個別指導 

6. 卒業論文等の個別指導 

7. 卒業論文等の個別指導 

8. 卒業論文等の個別指導 

9. 卒業論文等の個別指導 

10. 卒業論文等の個別指導 

11. 卒業論文等の個別指導 

12. 卒業論文等の個別指導 

13. 卒業論文等の個別指導 

14. 卒業論文等の個別指導 

 

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

卒業論文、卒業制作についての具体的プランを絶えずメモしていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への取り組み(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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■HN868 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松田 正隆(MATSUDA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが設定したテーマに応じた卒業制作としての演劇作品の上演の構想と発表。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間がなにかを「演じる」こととこの世界において「劇」であることとの間にはどのようなつながりがあるのだろうか。 

演劇的な心理描写でもなく、物語の要素でもなく、この社会の枠組みから逸脱したところにドラマ（劇的であること）が発見される

のかもしれない。 

秋学期の卒業制作の授業は、主に上演に向けての稽古や合評の場になるだろう。以下の授業計画は、一つの指針である。詳細

は授業で受講者と話し合う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 話し合いとリハーサル。 

2. 話し合いとリハーサル。 

3. 話し合いとリハーサル。 

4. 話し合いとリハーサル。 

5. 話し合いとリハーサル。 

6. 話し合いとリハーサル。 

7. リハーサル。 

8. リハーサル。 

9. リハーサル。 

10. リハーサル。 

11. リハーサル。 

12. 上演 

13. 上演 

14. 上演 

 

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

授業時に提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表および積極性(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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■HN869 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
砂連尾 理（JYAREO OSAMU） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

受講者それぞれが設定したテーマ、コンセプトに応じたダンス作品・パフォーマンス作品上演の構想と発表。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期のワーク・イン・プログレスを経て、各自の作品上演に向けた個別のサポート、アドバイスに重点を置く。パフォーミングア

ーツのみならず社会全体に於いてパラダイムチェンジが起きている現状を踏まえ、発表形態は舞台上演だけに限らず、ワークシ

ョップ、展覧会など多様に展開することや新たな発表形態を生み出すことに積極的に取り組んでもらいたい。尚、以下の授業計画

は、大まかな目安であり、 詳しくは最初の授業で受講者と話し合いながら決めていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 話し合いとリハーサル。 

2. 話し合いとリハーサル 

3. 話し合いとリハーサル 

4. 話し合いとリハーサル 

5. 話し合いとリハーサル 

6. リハーサルと個別指導 

7. リハーサルと個別指導 

8. リハーサルと個別指導 

9. リハーサルと個別指導 

10. リハーサルと個別指導 

11. リハーサルと個別指導 

12. 上演及び合評 

13. 上演及び合評 

14. 上演及び合評 

 

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に提示する。また、舞台公演のみならず美術、音楽の展覧会、コンサートに触れてもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表とそこに至る取り組み。(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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■HN870 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
篠崎 誠(SHINOZAKI 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業制作作品を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

それぞれの卒業制作の進行状況にも関係してくるが，基本的には，春学期卒業論文・卒業制作指導演習１および，夏休み期間

中に実際に撮った映像素材を各自が編集し，大きなスクリーンに投影して，シーンごと，あるいはカットごとに具体的に問題点を

指摘したり，アドバイスを行い，卒業制作作品を完成させる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業制作指導① 

2. 卒業制作指導② 

3. 卒業制作指導③ 

4. 卒業制作指導④ 

5. 卒業制作指導⑤ 

6. 卒業制作指導⑥ 

7. 卒業制作指導⑦ 

8. 卒業制作指導⑧ 

9. 卒業制作指導⑨ 

10. 卒業制作指導⑩ 

11. 卒業制作指導⑪ 

12. 卒業制作指導⑫ 

13. 卒業制作指導⑬ 

14. 卒業制作指導⑭ 

 

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

夏期休暇中に撮影だけは終わっていることが望ましい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席率ではなく，作品の進行過程，そのものを評価する(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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■HN871 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
万田 邦敏(MANDA KUNITOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学生は 25 分程度の劇映画を卒業制作として制作することを目指す。授業ではそのためのさまざまな指導を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生は 25 分程度の劇映画を卒業制作として制作することを目指す。授業ではそのためのさまざまな指導を行う。 

（とくにこれ以上書くことはないのですが、シラバスの最低字数制限というのがあって、何か書かなければいけないので、例えばク

リント・イーストウッドが 2 人の会話を引き画からナメどうしの切り返し、さらに単独どうしの切り返しで繋いでいくときと、加藤泰が

単独正面どうしの切り返しを避け、どちらか一方を横顔で捉えるとき、いったいぜんたい映画は何を得て、何を失っているのか、と

いったことを実践的に思考することも授業の内容のひとつかもしれない、ととりあえず書いておこう） 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 卒業制作のための指導 

2. 卒業制作のための指導 

3. 卒業制作のための指導 

4. 卒業制作のための指導 

5. 卒業制作のための指導 

6. 卒業制作のための指導 

7. 卒業制作のための指導 

8. 卒業制作のための指導 

9. 卒業制作のための指導 

10. 卒業制作のための指導 

11. 卒業制作のための指導 

12. 卒業制作のための指導 

13. 卒業制作のための指導 

14. 卒業制作のための指導 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

卒業制作を通してどれだけ「劇映画」に迫ることができたかの度合い(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

なし 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

なし 

 

注意事項（Notice） 
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■HN872 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業制作を提出する者を対照として、研究と制作の最終的指導をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

登録受講者の卒業制作が遅滞なく進行するように、テーマ設定・その学習・研究・方法論の研究、技法の選択、会得など、必要な

助言的指導をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生による取材・撮影の報告① 

2. 学生による取材・撮影の報告② 

3. 編集と仕上げのための構成見直し指導① 

4. 編集と仕上げのための構成見直し指導② 

5. 編集と仕上げのための構成見直し指導③ 

6. 完成へ向けての最終的個別指導① 

7. 完成へ向けての最終的個別指導② 

8. 完成へ向けての最終的個別指導③ 

9. 完成へ向けての最終的個別指導④ 

10. 完成へ向けての最終的個別指導⑤ 

11. 完成へ向けての最終的個別指導⑥ 

12. 提出後のまとめ・発表① 

13. 提出後のまとめ・発表② 

14. 提出後のまとめ・発表③ 

 

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

夏期休業中での取材・撮影などを遅滞なくおこなうこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

成果物の完成度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

特になし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HN873 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
日高 優(HIDAKA 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） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

各人が映像身体学の観点から問題関心を深め、主題・方法等について具体的に教員とやりとりして学びながら、卒業論文・卒業

制作を完成できるようにする。指導を仰ぎながらも、独力でひとつの論文、あるいはひとつの制作物を完成するために、総合的に

学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自のテーマに応じた学生による報告をもとに、個別ないしはグループで論文作成等の指導をおこなう。各人のテーマを具体的

に展開しながら、映像身体学の学びを根底に据えて思考するための指導をおこなう。論文執筆、卒業制作完成のための、最終的

な指導までをおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 指導の進め方について 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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、必要に応じて別途おこなう。卒業論文、卒業制作についてのプランを事前に文書にして作成

しておくことが望ましい。分量は問わない。また、自分の卒業論文・卒業制作およびのその副論文の構成メモや本文など、進捗状

況に応じてその都度書いておくこと（指導時には、毎回それを印刷して持参すること）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席及び取り組み(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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■HN874 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

自分の設定したテーマに応じた研究方法に習熟し、卒業論文を完成できるようにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

卒論の完成に向けて、各自がテーマに応じて、先行研究の調査、研究計画の立案、データ採取・分析などを行い、経過を報告す

る。その報告に対して、教員が指導を行う。 

 

論文の執筆には先行研究のレビューが不可欠になる。各自の研究テーマに即した文献を、適宜指示するので、丁寧に読解する

こと。 

また、データの収集、分析の方法については、予め定まった収集、分析方法の枠組みは提示しない。研究のテーマと対象を細部

までを設定したうえで、それに応じて研究方法を模索してもらい、指導していくという方針を取る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 演習の進め方について 

2. 学生の報告と指導 

3. 学生の報告と指導 

4. 学生の報告と指導 

5. 学生の報告と指導 

6. 学生の報告と指導 

7. 学生の報告と指導 

8. 学生の報告と指導 

9. 学生の報告と指導 

10. 学生の報告と指導 

11. 学生の報告と指導 

12. 学生の報告と指導 

13. 学生の報告と指導 

14. 学生の報告と指導 

 

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

詳細は授業時に指示するが、研究は自主的に進めることを原則とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常点(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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■HN875 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
相馬 千秋(SOMA CHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

卒業論文・卒業制作に向けて、各受講者のテーマ、方法を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各受講者から卒業論文・卒業制作に向けた作業の進行状況について報告をもらい、個別指導を行う。また必要に応じてグルー

プ・ディスカッションを行い、互いに批評しあうことで各自のテーマや方法を深める。 

なお本学期に実施する卒業制作展も授業の一環と位置付けており、ゼミ全体でのグループワークや共同作業が前提となる。よっ

て卒制展に参加する意思のない者、卒制展の準備に十分な参加ができない者の履修は認めない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

2. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

3. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

4. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

5. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

6. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

7. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

8. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

9. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

10. 学生からの報告、個別指導、卒制展に向けた準備 

11. 論文・副論文提出に向けた最終指導 

12. 論文の口頭諮問 

13. 論文の口頭諮問 

14. 論文の口頭諮問 

 

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に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

取り組みの積極性および達成度(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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■HN876 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／卒業論文・卒業制作指導演習２ 

(Seminar on Graduation Thesis/Graduation Production 2) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC4320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に引き続き各人の問題関心・主題・方法を深め、卒業論文・卒業制作を完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加学生からの報告とそれに対する教員からのコメント、という形式を基本としつつ、状況に応じて適宜その他の形式も取り入れ

指導を行っていきます。 

最終回には、教員からのコメントに加え、参加者間の相互批評も含め、合評会を行います。 

論文にせよ、制作にせよ、真摯な問題関心を持つこと、発展可能性と実現可能性のバランスを巧みにとった主題を設定すること、

そして、十分に自覚的な方法意識を持つことが不可欠です。教員からの指導を得つつも、何よりも自らが論文および制作の主体

なのであるという意識を強く持って参加してください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加学生による報告 

2. 参加学生による報告 

3. 参加学生による報告 

4. 参加学生による報告 

5. 参加学生による報告 

6. 参加学生による報告 

7. 参加学生による報告 

8. 参加学生による報告 

9. 参加学生による報告 

10. 参加学生による報告 

11. 参加学生による報告 

12. 参加学生による報告 

13. 参加学生による報告 

14. 卒業論文・卒業制作合評会 

 

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

卒業論文および卒業制作の作成は、当然のことながら正規の授業時間中だけで収まるものではありません。時間のマネジメント

まで含めて、取り組むべき課題の一つです。自らが納得のいくものとなるよう、意識的な時間の使い方をしてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(20%)/卒業論文・卒業制作の作成過程における取り組み(80%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

各自の関心や主題に応じて都度紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 354 - 

■HT101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／現代心理学入門 

(Introduction to Contemporary Psychology) 

担当者名 

（Instructor） 

佐藤 一彦(SATOH KAZUHIKO)他 

 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CPX1110 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

心・身体・映像の知たる新たな「人間学」の構築をめざして、各教員が多様な発題をおこなう。現代心理学部の理念を導入する初

年次教育としておこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

心・身体・映像の新たな「人間学」の構築という現代心理学部のコンセプトに鑑み、各担当教員が自らの専門学・領域より発題を

おこない、受講者が大学での学びを有機的に結び付け自らのものとしていく契機を与える。受講者は、その成果を（最終）レポート

にまとめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体ガイダンス（担当：佐藤一彦） 

2. 現代社会における心の健康について考える （担当：嘉瀨貴祥） 

3. 自閉スペクトラム症の人には世界はどう見えているか（担当：大石幸二） 

4. 世界・身体・機械映像〜写真とはいかなる知覚か〜（担当：日高優） 

5. フェイクニュースの時代〜こころとからだ〜（担当：香山リカ） 

6. 映画の身体は心をどのように〈うつす〉のか（担当：中村秀之） 

7. 前半学生発表（担当：佐藤一彦） 

8. 認知行動療法から考える心の健康（担当：松永美希） 

9. 心理学実験〜問題の見つけ方、見つかり方〜（担当：堀耕治） 

10. 表現と科学（担当：山本尚樹） 

11. 劇の時間と空間について（担当：松田正隆） 

12. 判断と意思決定の心理（担当：都築誉史） 

13. 後半学生発表（担当：佐藤一彦） 

14. まとめ（最終レポート提出）（担当：佐藤一彦） 

 

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

１．Blackboardに、予習・復習に必要な資料および課題を提示する 

２．最終レポートのテーマ選定および根拠資料を、受講者自身で収集する 

３．授業時投映資料についても、必要に応じて Blackboardにアップロードする 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席点（リアクションペーパーを含む）(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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■HT102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT102／映像の心理学 

(Psychology of Visual Perception and Visual Presentation) 

担当者名 

（Instructor） 
増田 知尋(MASUDA TOMOHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 映像を理解する上で重要となる知覚・認知心理学の基礎知識と科学的な検証方法を身に付けることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 われわれが知覚している事柄は、物理的特徴と必ずしも一致していない。映像作品においても、人間の知覚特性を考慮し、光

学的あるいは物理的な法則とは異なる表現が用いられていることがある。本講義では、“見る”ことの知覚特性を中心に、映像理

解の心理学的基礎となるトピックの紹介及び関連する心理学研究の解説を行い、映像表現を心理学的立場から理解するための

視点を身につけることを目的とする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 見るということ―知覚の基礎 

2. 形と対象の知覚 

3. 動きの知覚と物理的運動 

4. 奥行きの知覚 

5. 因果関係・社会性の知覚 

6. 映像と時間の印象 

7. 映像における色の効果 

8. 質感表現と知覚 

9. 映像における記憶 

10. 映像と言語情報 

11. 映像の操作と編集 

12. 映像と感覚間相互作用 

13. 表現と心理学 

14. 総括―映像と心理学 

 

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

Blackboardにて事前に講義資料を配布する。それを用いた予習・復習を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)(50%)/リアクションペーパー(50%) 

講義時間内にリアクション・ペーパーの提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 中島義明、1996、『映像の心理学―マルチメディアの基礎―』、サイエンス社 (ISBN-10：4781908047) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT103／哲学と心理学 

(Philosophy and Psychology) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
心理学のメタ学問としての理論心理学と批判心理学 

担当者名 

（Instructor） 
五十嵐 靖博(IGARASHI 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） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

メタ学問的，哲学的視点から心理学の様々な理論や方法，実践や制度を検討し，現代社会における心理学の意義や役割を批判

的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年，日本社会でも臨床心理学をはじめ諸心理学が産出した心に関する言説や知見，技術などが幅広く流布し，個々の人の日

常生活の中に浸透するようになった。心理学の現況を知り新たな可能性を探究するために，その哲学的背景や歴史的展開，社

会や文化との影響関係などをメタ学問的に検討する。おもに理論心理学と批判心理学の研究知見を講じたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 科学史･科学哲学・科学社会学と心理学 

2. 理論心理学：その目的と意義 

3. 古い心理学史(１) 

4. 古い心理学史(２) 

5. 新しい心理学史：批判的心理学史観(１) 

6. 新しい心理学史：批判的心理学史観(２) 

7. 心身問題と心理学(１) 

8. 心身問題と心理学(２) 

9. 心の哲学と心理学(１) 

10. 心の哲学と心理学(２) 

11. パーソナリティの社会的構成(１) 

12. パーソナリティの社会的構成(２) 

13. 心理学化する社会と主観性 

14. まとめ：現代社会と心理学，主観性 

 

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

心理学のおもな研究方法や理論，代表的な研究例について，心理学概論書に記載されている程度の知識を有することが望まし

い。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 五十嵐靖博編、2017 年刊行予定、『批判心理学：心と社会への新しいアプローチ（仮題）』、ナカニシヤ出版 

 

参考文献（Readings） 

1. 石川幹人・渡辺恒夫編、2004、『入門マインドサイエンスの思想：心の科学をめぐる現代哲学の論争』、新曜社 

2. カート・ダンジガー、2005、『心を名づけること：心理学の社会的構成（上下）』、勁草書房 

3. エリカ・バーマン、2012、『発達心理学の脱構築』、ミネルヴァ書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT104／他者の現象学 

(Phenomenology of Otherness) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

痛みと心の現象学―心的経験の安定はどのようにしてもたらされるのか、そのモードと

戦略を探る 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 諭(INAGAKI 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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

2016 年度以降入学者：映像身体学科：学科選択科目 C 

 

授業の目標（Course Objectives） 

何気ない日常における心の安定はどのようにして維持されているのかを、様々な主題の下で現象学的に考察する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現象学とは，生きることと直結する知に言葉を与え，世界の表皮を剥ぐように自らの経験の深みを暴露し続ける試みである。講義

では，人が生きる上で不可避的に陥ってしまう経験を病的に安定させる仕組み（自傷、離人、嘔吐、倒錯、死への囚われ等々）を

取り上げることで、より豊かな生、レジリエントな生とは何かを考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 現象学入門 

2. 事故の現象学 

3. 痛みと心の安定 

4. なぜ自傷行為は反復されるのか 

5. 傷をつけるという戦略 

6. 離人という身体の経験 

7. 嘔吐することで何を取り戻しているのか。 

8. 倒錯という経験（1） 

9. 倒錯という経験（2） 

10. 小人に出会うには（1） 

11. 小人に出会うには（2） 

12. 死に憑りつかれる 

13. 敵意に向き合う 

14. まとめ 

 

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

講義内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義貢献度（出席， レポート含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 稲垣 諭、2015、『大丈夫、死ぬには及ばない―今、大学生に何が起きているのか』、学芸みらい社 (ISBN:4905374898) 

テキストを使用します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 稲垣 諭、2012、『リハビリテーションの哲学あるいは哲学のリハビリテーション』、春風社 (ISBN:4861103037) 

その他，授業中に示唆する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT105／アフォーダンス 

(Theory of Affordance) 

担当者名 

（Instructor） 
青山 慶(AOYAMA KEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

2016 年度以降入学者：映像身体学科：学科選択科目 C 

 

授業の目標（Course Objectives） 

動物の振る舞いを理解するための受容な概念である「アフォーダンス」について学び、環境には汲み尽せないほどの資源が内在

していること、そしてそれを探り当てながら生活しているわれわれの日常ついて理解を深める。   

 

授業の内容（Course Contents） 

アフォーダンス(affordance)とは、英語の動詞アフォード(afford)を名詞化したジェームズ・ギブソンによる造語である。ギブソンはこ

の用語によって、「環境が動物に与え、提供している意味や価値」について語ろうとした。ギブソンがこの用語を作り出すまで、環

境は無意味なものであり、意味や価値を生み出すのはもっぱら生き物の側だという考えが中心的だったからである。しかし、環境

が無意味なものではなく、意味や価値があふれているのだとしたら、動物が行っていることの理解は一変する。 

本授業では、ジェームズ・ギブソンによって構想された「アフォーダンスの心理学」の歴史的背景と、基本的枠組み、そしてその展

開を、文献と映像資料等をもとに学ぶ。   

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション  

2. エコロジカル・リアリズム（１）：日々の生活のリアル  

3. エコロジカル・リアリズム（２）：リアルを知るお稽古  

4. エコロジカル・リアリズム（３）：ニューリアリズム 

5. 動物と環境（１）：具体的な環境としての場所 

6. 動物と環境（２）：具体的な場所としての凸凹  

7. 動物と環境（３）：物質と媒質、そして表面 

8. 動物と環境（４）：凸凹と○  

9. 製作とアフォーダンス（１）：演技の二重性と環境 

10. 身体と表面の際で起きること（１）：マイクロ・スリップ  

11. 身体と表面の際で起きること（２）：移動の意識  

12. 身体と表面の際で起きること（３）：周りにある大事なこと  

13. 製作とアフォーダンス（２）：障害のデザイン 

14. まとめ：知覚システムとしての身体  

 

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

関連する文献の講読、関連する映像資料の収集のために授業外の学習を要する。その他、適宜授業内に指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小レポート(35%)/授業内課題(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐々木正人、2008、『アフォーダンス入門――知性はどこに生まれるか』、講談社 (ISBN:4061598635) 

 

参考文献（Readings） 

1.  J.J.ギブソン、 1986、『 生態学的視覚論』、 サイエンス社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT106／精神分析の思想 

(Thought of Psychoanalysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
精神分析による人間理解 

担当者名 

（Instructor） 
林 もも子(HAYASHI MOMOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2015 年度以前入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

精神分析の考え方や視点を知ることにより、人間理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

精神分析の基本的な人格構造論、発達論、などの理解を踏まえ、創造性や精神病理や人格について精神分析的な視点から考

える。精神分析の中の諸学派の中で基本的には自我心理学の視点に基づいて講義を進める。また、随時映画などを素材とし

て、概念の理解の助けとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 精神分析の歴史について簡単に触れる 

2. 人格構造論の概説をする 

3. 人格構造論の理解を確認する 

4. 自我の防衛機制について概説する 

5. 精神性的発達について、潜伏期までを学ぶ 

6. 精神性的発達について、思春期から老年期までを学ぶ 

7. 精神分析的精神療法の進め方について概説する 

8. 精神分析的精神療法の事例に即して理解を深める 

9. 夢分析について、精神分析の考え方を概説する 

10. 夢分析について、事例に即して理解を深める 

11. アタッチメントと精神分析の関わりについて考える 

12. 芸術と精神分析について考える 

13. 脳科学と精神分析についての知見を紹介する 

14. まとめ 

 

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

講義の中で紹介する文献を読んで予習、復習をする 

 

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. 林もも子、2017、『精神分析再考』、みすず書房 (ISBN:978-4-622-08532-4) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT111／応用行動分析 

(Applied Behavior Analysis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
応用行動分析による発達障害支援 

担当者名 

（Instructor） 
大石 幸二(OISHI KOUJI) 

学期 

（Semester） 
春学期２(Spring Semester 2) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
PSY2320 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

応用行動分析のアプローチにもとづく発達障害支援について理解を深める。あわせて，応用行動分析研究において用いられる単

一事例実験計画法（Barlow & Hersen, 1984）について基礎的な知識を得る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

応用行動分析は，社会的な問題の解決をめざす行動分析学の一領域である。その源流は学習心理学に求めることができる。よ

って応用行動分析の内容を的確に理解するためには「心理学概説１」および「学習心理学」「実験的行動分析」の学習が必要であ

る。それらの学習を前提としながら，北米における研究と立教大学で行われてきた研究の一端を紹介する。本授業は四半期（Ｓ

２）科目であり，週に１回・２コマ連続開講の形で行われる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発達障害支援の基礎知識 

2. 単一事例実験計画法の基礎知識 

3. 目は口ほどにものを言うか①（渡邉・須藤［2011］の検討） 

4. 目は口ほどにものを言うか②（内容理解小テスト） 

5. 嘘も方便①（Bergstrom et al.［2016］の検討） 

6. 嘘も方便②（内容理解小テスト） 

7. 聞くは一時の恥①（須藤［2008］の検討） 

8. 聞くは一時の恥②（内容理解小テスト） 

9. 為せば成るか①（Lerman et al.［2015］の検討） 

10. 為せば成るか②（内容理解小テスト） 

11. 援助を支援する①（遠藤［2008］の検討） 

12. 援助を支援する②（内容理解小テスト） 

13. 親しき仲にも礼儀あり①（Fichtner & Tiger［2016］の検討） 

14. 親しき仲にも礼儀あり②（内容理解小テスト） 

 

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

授業を受講するにあたり、１．１年次の必修科目である「心理学概説１」の［学習と動機づけ］について教科書と配布資料の振り返

りを行うことがとくに有用である。また、２．Blackboardをつうじて、必要な資料の提示がなされることがある。これらの資料には事

前に目を通す必要があるため、学修支援システムの恒常的な活用が求められる。さらに、３．必要に応じて実施されるリアクショ

ン・ペーパーに答えるために、授業内容の予習と復習が欠かせない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席（リアクションペーパーを含む）(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

リアクションペーパーは授業内容をふまえ、必要かつ十分な説明を行ったもののみが評価対象となる。 

 

テキスト（Textbooks） 

自作の資料を配付する。 

授業で取り上げる論文・資料は、学修支援システム（Blackboard）上に掲載される。 

 

参考文献（Readings） 

1. バーロー／ハーセン、2001、『一事例の実験デザイン』、二瓶社 (ISBN:4931199372) 

2. ミルテンバーガー、2006、『行動変容法入門』、二瓶社 (ISBN:4861080258) 

3. ネイスワース／ウルフ、2010、『自閉症百科事典』、明石書店 (ISBN:4750332933) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

１．英語論文については，論文原本とともに抄訳を示すので英文読解に自信がなくとも安心して受講できる。 

２．授業時間外の学習や発展的な学習に資するために，追加的な資料や参考文献の紹介・配布が行われる場合がある 
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３．質問や論点などに関するフィードバックは，Blackboardなどを通じて行う 

 

注意事項（Notice） 
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■HT114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT114／養生論の思想 

(Asian Discourse on the Care of Self) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代中国の不老長生思想 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

2016 年度以降入学者：映像身体学科：学科選択科目 C 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 不死願望というと荒唐無稽に聞こえるかもしれないが、それを目指した人々の身体観は、古代の医療や健康法などと共通の基

盤をもち、理想とする不死の身体は、驚くほど自然をよく観察し把握したうえで考え出されたものである。意識の持ちようによって

は、生と死、食と性の意味を深く考え直し、ひいては老いや健康志向などの現代的テーマについて自分なりの考えを確立するヒン

トが得られるだろう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 紀元前から現代に至るまでの、不老長生術に関する文献や図像を読み解くことを通して、中国人の生命観・身体観・宇宙観に

ついて考える。神仙への憧れ、「壺中天」の概念、修行者の食・性・呼吸、宗教と科学の関係、薬に対する観念、体内における煉

丹術等の小テーマに分けて述べた後、それらがどのように総合されて、不老不死の思想が形成されているのかを考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 神仙への憧れ１―二千年前のタイムカプセル 

2. 神仙への憧れ２―始皇帝の墓と神仙幻想 

3. 神仙への憧れ３―仙人とは 

4. 仙人のいる場所１―山と天 

5. 仙人のいる場所２―棺に穿たれた異界への入口 

6. 仙人のいる場所３―ひょうたん型の宇宙 

7. 仙人のいる場所４―人体小宇宙 

8. 仙人になる方法１―『抱朴子』の仙道 

9. 仙人になる方法２―煉丹術と薬害と火薬の発明 

10. 気と身体 

11. 仙人になる方法３―天地を盗む 

12. 仙人になる方法４―陰陽の交合 

13. 仙人になる方法５―不死の自己を養う 

14. テスト 

 

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

テキストを最後まで読んでおくのが望ましい。少なくとも前の時間に指定した箇所は必ず予習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/平常点(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 加藤千恵、2002 年、『不老不死の身体―道教と「胎」の思想』、大修館書店 (ISBN:9784469231892) 

 

参考文献（Readings） 

大形徹『不老不死』、石田秀実『死のレッスン』、同『気のコスモロジ―』、同『からだのなかのタオ』、吉川忠夫『古代中国人の夢と

死』，三浦國雄『不老不死という欲望』、同『中国人のトポス』、曽布川寛『崑崙山への昇仙』、武田雅哉『星への筏』、同『桃源郷の

機械学』、大室幹雄『囲碁の民話学』、山田慶児『本草と夢と錬金術と』、三木成夫『胎児の世界』、杉浦康平『宇宙を呑む』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 



 - 363 - 

■HT116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT116／オートポイエーシス 

(Autopoiesis) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
システムという経験を理解し、展開するための手がかりをつかむ 

担当者名 

（Instructor） 
稲垣 諭(INAGAKI 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） 
BEC2220 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

2016 年度以降入学者：映像身体学科：学科選択科目 C 

 

授業の目標（Course Objectives） 

システムの最新世代であると同時に，それ自体を組み替えていく自在さを備えたオートポイエーシスの基本的骨格を習得し，シス

テム的発想を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

System（システム，体系，系）概念にまつわる歴史的由来から，システム論の基本形，動的平衡システム，自己組織化システムを

解説した後，オートポイエーシスの基本的構想を明らかにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. システム論入門 

2. 動的平衡システム１) 

3. 動的平衡システム２) 

4. 自己組織システム１) 

5. 自己組織システム２) 

6. オートポイエーシス１) 

7. オートポイエーシス２) 

8. システムの閉鎖性 

9. 自己制作１) 

10. 自己制作２) 

11. カップリング１) 

12. カップリング２) 

13. メタモルフォーゼ 

14. オートポイエーシスの世界 

 

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

講義内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(60%)/講義貢献度（出席，ミニレポート含む）(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

レジュメを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河本英夫、1995、『オートポイエーシス－第三世代システム』、青土社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT119／メディアと表現 

(Issues on Media and their Contents) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
映像メディアによる表現の可能性 

担当者名 

（Instructor） 
築地 正明(TSUKIJI MASAAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
 

言語 

（Language） 
 

備考 

（Notes） 
2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

映像メディアによる表現の可能性について考え、今日の多様化した映像社会と向き合うための思考力、および問題意識を身につ

けることを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現在、映像メディアは生活の隅々にまで浸透しています。しかしそれらの元を遡れば、１９世紀に発明された「写真」と「映画」に辿

り着きます。この授業では、今日のテレビやインターネット動画の源泉であると考えられる「映画」を主軸にして、映像メディアによ

る表現の可能性を探っていきます。各回、映画を視聴、考察しながら、具体的に進めていきます。なお、授業計画に記した進行順

序は、全体のおおまかな目安と考えてください。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. メディアという概念と映像の出現 

3. 映像メディアの特性（１） 言語との関係 

4. 映像メディアの特性（２） 記号作用としての映像 

5. 映像メディアの特性（３） 表現の多様性 

6. 映像メディアの特性（４） 映像の持つ力 

7. 中間まとめ 

8. 映像による表現（１） 

9. 映像による表現（２） 

10. 映像による表現（３） 

11. 映像を学ぶための文献紹介 

12. 映像と哲学の接点 アンリ・ベルクソンの哲学 

13. 映像と記憶の関係 

14. 最終まとめ 

 

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

授業内で、適宜指示をします。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業に臨む姿勢（リアクションペーパー）(60%) 

履修にあたって専門的知識は不要ですが、単なる娯楽とは違う、映像メディアの表現の可能性に興味のある方に適していると思

います。 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

授業内で、その都度紹介します。必要な場合はコピーを配ります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■HT120 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT120／フィルム・スタディーズの基礎 

(Introduction to Film Studies) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メロドラマによる映画研究入門 

担当者名 

（Instructor） 
中村 秀之(NAKAMURA 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） 
BEC2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2010～2015 年度入学者：学部共通科目 

2016 年度以降入学者：映像身体学科：学科選択科目 C 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人文学としての映画研究の基礎を，その最も重要な研究対象の 1 つであるメロドラマ映画を事例として習得する。併せてその研

究史の概観を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メロドラマ映画を題材として，映画研究という知的刺激にあふれた世界へ案内する。豊富な映像資料を参照しつつ，映画研究に

おけるメロドラマの重要性を解説し，映画をより面白く観ていっそう深く考えるための知的ツールを提供する。それによって，さらに

高度な映画研究に進むための基礎を築く。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 映画以前のメロドラマとメロドラマ的想像力 

3. 無声メロドラマ映画を観る 

4. D・W・グリフィスのメロドラマ映画 

5. 古典的ハリウッド映画の時代のメロドラマ 

6. ファミリー・メロドラマとフィルム・スタディーズ 

7. 女性映画 (1) 

8. 女性映画 (2) 

9. ダグラス・サークのメロドラマ映画 

10. 母性メロドラマ映画 (1) 

11. 母性メロドラマ映画 (2) 

12. メロドラマ映画と社会階級 

13. モードとしてのメロドラマ 

14. メロドラマ映画の現在 

 

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

映画をたくさん（できるだけ系統的・集中的に）見て、映画だけでなく社会や歴史のことにも関心を持って本を読む習慣を身につけ

てください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(70%)/出席とリアクション・ペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジョン・マーサー＋マーティン・シングラー、2013、『メロドラマ映画を学ぶ ジャンル・スタイル・感性』、フィルムアート社 

(ISBN:978-4-8459-1300-8) 

 

参考文献（Readings） 

授業でそのつど指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業運営に Blackboardを活用します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HT121 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

その他／短期海外留学プログラム 

(Short-term Overseas Educational Program) 

担当者名 

（Instructor） 
江口 正登(EGUCHI MASATO) 

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） 
CPX2931 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（１）英語によるコミュニケーション能力を伸ばすこと，（２）授業やワークショップを通じてアメリカ文化を体験すること，（３）ホームス

テイを通じてアメリカの生活を体験すること，（４）日本以外の国からの留学生との交流を通じ，国際的な感覚を身につけること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修希望者は定められた日時の間に履修希望届を提出しなければならない。担当教員による選考の結果履修が認められた者

だけが履修登録することができる。履修者は立教大学での３回の事前学習のあと，8 月 6 日から３週間にわたってカリフォルニア

大学リバーサイド校の Communication and American Culture コースで少人数クラスの授業を受ける。さらに，帰国後アメリカで学

んだこと，体験したことについてレポートを提出する。なお，立教大学への授業料とは別に参加費が必要です。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修説明会 

2. 事前学習１（4 月 18日 6 限予定） 

3. 事前学習２／クラス分けテスト（5 月 30 日 6 限予定） 

4. 事前学習３（6 月 27日 6 限予定） 

5. 危機管理講習会 

6. リバーサイド校における授業と国際交流（１） 

7. リバーサイド校における授業と国際交流（２） 

8. リバーサイド校における授業と国際交流（３） 

9. リバーサイド校における授業と国際交流（４） 

10. リバーサイド校における授業と国際交流（５） 

11. リバーサイド校における授業と国際交流（６） 

12. リバーサイド校における授業と国際交流（７） 

13. リバーサイド校における授業と国際交流（８） 

14. リバーサイド校における授業と国際交流（９） 

15. リバーサイド校における授業と国際交流（１０） 

 

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

事前学習には宿題も出る。履修に際して英語の能力は問わないが，渡航前に英語によるコミュニケーション力を付けるために努

力することを求める。リバーサイド校では英語力に応じたクラスに振り分けられる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/事前学習への出席と取り組み(20%)/CAC プログラムへの出席と取り組み(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

「ニュースで英会話」，「TED」などのテレビ番組を見ることをお勧めします。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

https://www.iep.ucr.edu/programs/english-language-programs.php 

 

注意事項（Notice） 

事前授業日程：4/18 5/30 6/27 6 時限 N434 教室 

 

  



 - 367 - 

■HT201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT201／学部統合科目１ 

(College Integrated Course 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大人になる「いま」だから知って欲しいストレスの問題 

担当者名 

（Instructor） 
松永 美希(MATSUNAGA 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） 
CPX2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間とは何かという根本的な問いに迫るため、心理・身体・映像を総合的かつ多面的に理解する。特に本講義では，「ひと」と「こ

ころ」について理解するために，ストレスというテーマをもとに展開する。ストレスを受けた時の身体やこころの仕組みを理解すると

ともに，ストレスにによるこころの問題，特に，依存症や妊娠出産によるストレスの問題とそれらへの心理的支援などについて学

ぶ。そして，「ひと」と「こころ」を多面的に学び，専門領域の学びの発展へとつなげていく。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第１回は、本授業の当学部における位置づけ等を説明し、授業内容の概略を紹介する。 

第２～５回では、ストレスを受けたときの心身の反応とそのメカニズムについて解説する。またストレス・コーピングやソーシャルサ

ポートなど，ストレスによるダメージを和らげる心理的要因についても理解を深める。 

第６～9 回では，ストレスに関連するこころの問題として「依存症」を取り上げる。依存症に関する研究者をゲストスピーカーに招

いて，薬物やアルコール，ゲーム，ギャンブルなどへの依存が身体や精神に及ぼす影響や，依存症に対する心理学的支援につ

いて解説してもらう。 

第 10～12 回では，周産期と呼ばれる妊娠・出産の時期にある女性のストレスについて取り上げる。そのテーマの研究者をゲスト

スピーカーに招いて，周産期におけるストレスとメンタルヘルス，周産期のストレスによるメンタル不調に対する心理学的支援に

ついて解説してもらう。 

第 13・14 回では，これまでの講義内容を踏まえたうえで，自身のストレスとの付き合い方について検討を行う。リラクセーションや

認知再構成などのワークを通して，適切なストレスコーピングの獲得を目指す。また第 14 回では、講義全体のまとめを行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ストレスと心・体 

3. ストレス・コーピング 

4. ストレスとソーシャル・サポート 

5. ストレスによるこころの問題 

6. 依存症とは〜物質使用と嗜癖行動〜 

7. 物質使用と嗜癖行動が身体・精神に及ぼす影響 

8. 依存症の生物・心理・社会的メカニズム 

9. 依存症に対する心理学的支援 

10. 周産期のストレスとメンタルヘルス 

11. 周産期ディストレスの生物・心理・社会的メカニズム 

12. 周産期ディストレスに対する心理学的支援 

13. ストレスとの付き合い方を考える（１）  

14. ストレスとの付き合い方を考える（２） ・まとめ 

 

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

本授業は「現代心理学入門」での学びを前提として，当学部の学生が専門学の研究や，実践・実作を深めるために展開するもの

である。よって，授業における発題や話題提供をうけて，自分自身で参考文献・資料を入手して考察を深めること（復習）や，前回

までのノートを見返して復習することが必要である。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への取り組み(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

都度、プリントによる資料を配布します。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示します。 
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その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

必要に応じて指示します。 

 

注意事項（Notice） 
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■HT202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT202／学部統合科目２ 

(College Integrated Course 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
人間の認知の仕組みを覗く 

担当者名 

（Instructor） 
浅野 倫子(ASANO 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） 
CPX2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間が物事を認識し、行動する仕組みについて、実証科学である心理学、特に認知心理学の観点から学ぶ。そしてそのような

「心（mind）の働き」が私たちの日常生活とどのように関わり合っているのかについて考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

物事を見聞きし、認識し、記憶する、思考する、行動する、言葉を操る。私たちが普段何気なく行うこれらのような認知的活動は、

どのような仕組みの上に成り立ち、また、社会や文化、遺伝とどのように関係するのか。心理学とは、これらの問題について実証

的に探究する学問である。人間の認知の仕組みを調べると、人間はどのようなことが得意、あるいは不得意かも見えてくる。これ

は工業デザインや社会制度といった私たちの日常生活の物事と密接に関わるものである。主に認知心理学の知見をもとに、これ

らのトピックスについて学び、考える。主体的に考え、必要に応じて自主的に調べものをしたりすることが求められる授業である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス：心理学の概観 

2. 知覚、認識する 

3. 注意を向ける 

4. 記憶する 

5. 思考の仕組みとバイアス 

6. 言語を操る 

7. 心理学の研究手法 

8. 個人差 

9. 氏か育ちか 

10. 文化と心理学 

11. 人工知能 VS 人間の認知 

12. デザインと心理学 

13. 日常生活と心理学 

14. まとめ 

 

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

各回の授業は部分的に関連し合っていることが多いため、毎回の授業内容をよく復習することが望ましい（それがその後の授業

回の予習になる）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

筆記試験(Written Exam)(75%)/出席およびリアクションペーパー(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

使用しない。授業中にプリントを配布して使用する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

この授業は、2016 年度および 2017 年度に開講された全学共通科目（全カリ）の、浅野担当の「現代心理学からの学び」と内容的

に重なる部分が多い。そのため、これらの年度に浅野担当の「現代心理学からの学び」を受講した人は注意されたい。 

 

注意事項（Notice） 

 

■HT203 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT203／学部統合科目３ 

(College Integrated Course 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生命を巡る思想とその表現 

担当者名 

（Instructor） 
山本 尚樹(YAMAMOTO NAOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CPX2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生命に関する思想について、視覚的表現との関連性とともに理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

身体や心は、生ける自然や生物の営みのただなかに生じた現象とも言える。こうした身体や心の根底にある生命の営みについ

て、過去の先人が何を見て取り、そして表現してきたのか、検討する。 

具体的に取り上げるのは自然哲学、形態学、進化論、発達科学などの思想とその視覚的表現であるが、そうした様々な視点か

ら、折に触れて身体と心についても捉えなおしていきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古代ギリシャの自然学（１） 

3. 古代ギリシャの自然学（２） 

4. 錬金術における図像 

5. 解剖図の変遷 

6. 機械論的宇宙像と生命論的宇宙像 

7. 複雑系の図像（１） 

8. 複雑系の図像（２） 

9. 生物の形と進化（１） 

10. 生物の形と進化（２） 

11. アニマシーの観察（１） 

12. アニマシーの観察（２） 

13. 発達のダイアグラム（１） 

14. 発達のダイアグラム（２） 

 

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が、講義内容をしっかりとノートに取り、復習すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/平常点（出席など）(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要であればコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業の進行などよって、授業内容は若干変更する可能性がある。 

 

注意事項（Notice） 
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■HT204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

HT204／学部統合科目４ 

(College Integrated Course 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの伝統芸能と身体 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 千恵(KATO CHIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
CPX2120 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2016 年度以降入学者対象 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本・韓国・中国の伝統芸能について知識を深め、それぞれの芸能の身体観について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本の祭やわらべ歌の伝承について実地調査を中心に研究される小野寺節子先生、神道研究を専門としながら、自身も能楽師

として舞台に立たれる森瑞枝先生、農楽（サムルノリ）という韓国伝統芸能を研究し、自身も奏者でいらっしゃる神野知恵先生、中

国国家が認めた京劇俳優で、昨年から日本に活動の拠点を移して活躍される石山雄太先生、中国の伝統演劇と音楽研究の第

一人者であり、中国各地の芸能に精通しておられる吉川良和先生という、各方面において造詣の深い講師が２週にわたって講義

もしくは実演を含む講義を担当する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 雅楽 ― 大陸と日本をつなぐ芸能（小野寺） 

3. 歌舞伎 ― 日本独特の身体表現（小野寺） 

4. 能の来し方 ― 儀礼・仮面（森） 

5. 能の表現 ― 仮面と身体（森） 

6. 韓国の打楽器芸能「農楽」― 踏む、歩く、踊る、叩く(神野) 

7. 韓国の打楽器芸能「農楽」― リズムの中の身体性（神野） 

8. 京劇 ― 円の表現（石山） 

9. 京劇 ― 存在の表現（石山） 

10. 中国伝統演劇の身体表現の意味（吉川） 

11. 地方演劇の特殊な身体表現（吉川） 

12. 学生による報告 

13. 学生による報告 

14. 学生による報告 

 

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

各講師に従う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と授業時間内に提出するペーパーの内容(60%)/授業最終日に提出するレポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

金春安明『金春の能』〈上〉中世を汲む 新宿書房、２０１７年 

石井公成『〈ものまね〉の歴史   仏教・笑い・芸能』歴史文化ライブラリー  吉川弘文館、２０１７年 

沖本幸子『乱舞の中世  白拍子・乱拍子・猿楽』歴史文化ライブラリー  吉川弘文館、２０１６年 

フリードリヒ・ペルツィンスキー著 吉田次郎訳野上記念法政大学能楽研究所・監修『日本の仮面 能と狂言』法政大学出版局、２

００７年 

神野知恵『韓国農楽と羅錦秋 女流名人の人生と近現代農楽史』ブックレット《アジアを学ぼう》㊸ 風響社、２０１６年 

石山雄太（ＤＶＤ）『石山雄太の京劇入門～「無底洞」の舞台裏から・京劇西遊記「無底洞の巻」』楽戯舎、２００８年収録 

井上紅梅『支那風俗』中巻「芝居の研究」日本堂書店、１９２１年 

魯大鳴『京劇役者が語る京劇入門』駿河台出版社、２０１２年 

吉川良和『中国音楽と芸能―非文字文化の探求』創文社、２００３年 
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吉川良和『北京における近代伝統演劇の曙光―非文字文化に魂を燃やした人々』創文社、２０１２年 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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