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■JB139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB139／米文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in American Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シャーウッド・アンダーソンの散文と詩 1 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 20 世紀初頭のいわゆるシカゴ・ルネサンスに属する作家として、田舎町の因習やそこに住む人々の孤独を描出したことで知ら

れるシャーウッド・アンダーソンの散文と詩をクリティカルに読むことによって、「内容を分析総合する能力」と、「的確で客観的な調

査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 シャーウッド・アンダーソンの作品は、19 世紀に由来する素朴な口語体に基づくリアリズムや、産業社会の圧力に着目する 20

世紀初頭のモダニズム、さらには性的抑圧という個々の内面に秘められた問題を探る現代性等、多様な傾向をあわせもっていま

す。そのため、多様な読み方、多様な分析が可能です。 

 アンダーソンは詩も書いていました。その第一詩集『アメリカ中西部の歌』(1918)は、彼の代表作『ワインズバーグ・オハイオ』

(1919)の前年に出版されています。 

 そこで本授業では、『ワインズバーグ・オハイオ』に収められた短編と、『アメリカ中西部の歌』に集められた詩編を精読し、それら

の結びつきを考察しながら、アンダーソンの文業の多様な特徴を体感します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. アンダーソン略伝 

3. "Hands" 

4. "Adventure" 

5. "The Strength of God" 

6. "The Teacher" 

7. "The Untold Lie" 

8. "Death" 

9. poems in Mid-American Chants 1 

10. poems in Mid-American Chants 2 

11. poems in Mid-American Chants 3 

12. poems in Mid-American Chants 4 

13. poems in Mid-American Chants 5 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. Sherwood Anderson. 1995. Winesburg, Ohio. Norton (ISBN:0393967956) 

2. Stuart Downs, ed.. 2007. American Spring Song. Kent State UP (ISBN:0873388968) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB140 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB140／米文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in American Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シャーウッド・アンダーソンの散文と詩 2 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 20 世紀初頭のいわゆるシカゴ・ルネサンスに属する作家として、田舎町の因習やそこに住む人々の孤独を描出したことで知ら

れるシャーウッド・アンダーソンの散文と詩をクリティカルに読むことによって、「内容を分析総合する能力」と「的確で客観的な調

査を行う技能」を養うとともに、作品の魅力を翫味することができるようになります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 シャーウッド・アンダーソンの作品は、19 世紀に由来する素朴な口語体に基づくリアリズムや、産業社会の圧力に着目する 20

世紀初頭のモダニズム、さらには性的抑圧という個々の内面に秘められた問題を探る現代性等、多様な傾向をあわせもっていま

す。そのため、多様な読み方、多様な分析が可能です。 

 アンダーソンは詩も書いていました。その第一詩集『アメリカ中西部の歌』(1918)は、彼の代表作『ワインズバーグ・オハイオ』

(1919)の前年に出版されています。 

 そこで本授業では、『ワインズバーグ・オハイオ』以降に発表された短編と、第二詩集『新しい聖約』(1927)に集められた詩編を精

読し、それらの結びつきを考察しながら、アンダーソンの文業の多様な特徴を体感します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. アンダーソン研究史略 

3. "I Want to Know Why" 

4. "The Other Woman" 

5. "The Egg" 

6. "The Man Who Became a Woman" 1 

7. "The Man Who Became a Woman" 2 

8. "Death in the Woods" 

9. poems in A New Testament 1 

10. poems in A New Testament 2 

11. poems in A New Testament 3 

12. poems in A New Testament 4 

13. poems in A New Testament 5 

14. Recapitulation 

 

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

準備学習の指示は､ 履修登録完了後にオンラインでおこないます｡ 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席・発表・応答(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します｡ 

 

参考文献（Readings） 

1. Sherwood Anderson. 2012. Collected Stories. Library of America (ISBN:1598532049) 

2. Stuart Downs, ed.. 2007. American Spring Song. Kent State UP (ISBN:0873388968) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB143／英文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in English Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イーヴリン・ウォーの戦争小説を読む (1) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一次・第二次世界大戦の戦間期から戦後にかけてのイギリスを代表する小説家のひとり、Evelyn Waugh (1903-1966) が第二

次世界大戦を扱った作品群を読み、その文学への理解を深める。テクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、ウォ

ーのトレードマークであった残酷かつ軽薄なコメディ描写が次第に歴史のリアリティによって変形させられてゆくプロセスについて

考えてみたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウォーの作品 Put Out More Flags (1942) と Men at Arms (1952) を読み、第二次世界大戦初期のいわゆる「まやかし戦争」がよ

りシリアスな総力戦へと変貌してゆくプロセスを描くウォーのコミック・センスとシリアスネスの混淆について考察する。毎回、発表

者を決めて報告してもらい、それを出発点としてディスカッションに入ってゆく。発表者のみならず、全参加者の積極的な発言を期

待したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Put Out More Flags 講読第 1回 

3. Put Out More Flags 講読第 2回 

4. Put Out More Flags 講読第 3回 

5. Put Out More Flags 講読第 4回 

6. Put Out More Flags 講読第 5回 

7. Put Out More Flags 講読第 6回 

8. Put Out More Flags 講読第 7回 

9. Men at Arms 講読第 1 回 

10. Men at Arms 講読第 2 回 

11. Men at Arms 講読第 3 回 

12. Men at Arms 講読第 4 回 

13. Men at Arms 講読第 5 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してくること。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Evelyn Waugh. Put Out More Flags. Back Bay Books (ISBN:0316216429) 

2. Evelyn Waugh. Men at Arms. Back Bay Books (ISBN:0316216585) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB144／英文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in English Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
イーヴリン・ウォーの戦争小説を読む (2) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

第一次・第二次世界大戦の戦間期から戦後にかけてのイギリスを代表する小説家のひとり、Evelyn Waugh (1903-1966) が第二

次世界大戦を扱った作品群を読み、その文学への理解を深める。テクストの精読によって語りの技法を分析すると同時に、ウォ

ーのトレードマークであった残酷かつ軽薄なコメディ描写が次第に歴史のリアリティによって変形させられてゆくプロセスについて

考えてみたい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ウォーの作品 Officers and Gentlemen (1955) と Unconditional Surrender (1961) を読み、ウォーのコミック・センスとシリアスネス

の混淆がしだいに幻滅と諦念へと収斂してゆく過程を考察する。毎回、発表者を決めて報告してもらい、それを出発点としてディ

スカッションに入ってゆく。発表者のみならず、全参加者の積極的な発言を期待したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Officers and Gentlemen 講読第 1 回 

3. Officers and Gentlemen 講読第 2 回 

4. Officers and Gentlemen 講読第 3 回 

5. Officers and Gentlemen 講読第 4 回 

6. Officers and Gentlemen 講読第 5 回 

7. Officers and Gentlemen 講読第 6 回 

8. Unconditional Surrender 講読第 1 回 

9. Unconditional Surrender 講読第 2 回 

10. Unconditional Surrender 講読第 3 回 

11. Unconditional Surrender 講読第 4 回 

12. Unconditional Surrender 講読第 5 回 

13. Unconditional Surrender 講読第 6 回 

14. まとめ 

 

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

発表担当の回は、レジュメを丹念に用意してくること。その以外の回も、次回の範囲を精読しておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への貢献度(60%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Evelyn Waugh. Officers and Gentlemen. Back Bay Books (ISBN:0316216623) 

2. Evelyn Waugh. Unconditional Surrender. Back Bay Books (ISBN:0316216739) 

 

参考文献（Readings） 

受講者の理解度を見極めながら、授業内で適宜指示してゆく。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB145／英米文学研究方法論１ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Introduction to Literary Theory and Criticism 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL5811 

言語 

（Language） 

英語 

(English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

This course introduces students to the world of literary and cultural theory. We will explore a wide variety of influential schools 

and figures, from Plato to contemporary approaches to literary analysis. The primary objective is for the students to understand 

that familiarity with the vocabulary and concepts of literary and cultural theory makes one both a better reader and a more 

critical thinker.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Upon successful completion of this course, students are expected to be able to: 

- describe major theoretical schools and approaches; 

- use a range of theoretical concepts, and understand how concepts travel across time and cultures; 

- demonstrate increased awareness of the relationships between language, literature and culture; 

- connect theories with their cultural, political, and technological environments. 

 

Students will improve their ability to express themselves on these and other related topics, both orally  and in writing. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: What is "Theory"? 

2. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Plato (1) 

3. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Plato (2) 

4. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Aristotle (1) 

5. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Aristotle (2) 

6. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Nietzsche (1) 

7. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Nietzsche (2) 

8. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Ferdinand de Saussure 

9. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Roman Jakobson (1) 

10. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Roman Jakobson (2) 

11. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Michel Foucault 

12. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Roland Barthes (1) 

13. The Norton Anthology of Theory and Criticism 

Roland Barthes (2) 

14. Final Oral Presentation 

 

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

Students will work towards the composition of a scholarly research essay (of at least 5 pages in length) on a topic related to 

their own area of academic interest. This essay will be revised and re-submitted for a secondary mark. This course will also 

involve the preparation and oral delivery of an academic presentation. 
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Written work will consist of: 

 

1. Weekly writing and note-taking exercises. These assignments will also contribute to the evaluation of student participation 

(ongoing). 

2. One, 5-page (minimum) graded research paper. 

3. A revised version of the research paper: this revised version should represent a discernable improvement and/or an 

expansion of the first version. 

4. Final oral presentation of research. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation (In-Class Activities)(30%)/Research Writing(40%)/Final Oral Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Vincent B. Leith (Ed.). 2010. The Norton Anthology of Theory and Criticism. Norton (ISBN:978-0-393-93292-8) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 7 - 

■JB146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／英米文学研究方法論２ 

(Methodology of Eng.& Amer. Literature 2) 

担当者名 

（Instructor） 

澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

岩田 美喜(IWATA MIKI) 

唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

新田 啓子(NITTA KEIKO) 

イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学位授与方針に示された「自らの知見を他者に客観的かつ説得的に伝達するための論理構築と表現技法」を身につけ、同時

に、参加者が相互に啓発し合うことによって批評・批判の技術を習得します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回数名の院生が個々の研究計画や成果を発表し、教員を含む全参加者がそれぞれの研究方法の有効性や発展性、実証性を

評価します。発表予定者はつねに徹底した発表原稿の準備とより効果的な発表方法の検討が要求され、他方、参加者も自己の

問題意識を先鋭化し、研究姿勢あるいは方法の充実に努めるべく、積極的に討論に参加しなければなりません。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 発表と討論１ 

2. 発表と討論２ 

3. 発表と討論３ 

4. 発表と討論４ 

5. 発表と討論５ 

6. 発表と討論６ 

7. 発表と討論７ 

8. 発表と討論８ 

9. 発表と討論９ 

10. 発表と討論１０ 

11. 発表と討論１１ 

12. 発表と討論１２ 

13. 発表と討論１３ 

14. 発表と討論１４ 

 

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

発表の対象となる作家の主要作品をあらかじめ読み、発表者が事前に用意する発表要旨にも目を通しておく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表・授業貢献(60%)/レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

発表者の準備する資料と、発表で扱う作家の作品。 

 

参考文献（Readings） 

発表者の資料にあげられている参考文献。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB147／英語学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献を読みながら、アングロ・サクソン時代の言語・文学および文化事情について学ぶと同時に、英語文献学研究に関す

る基礎知識を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、最初に古英語とはどのような言語かということを学び、その上で実際に古英語文献を読みながら、アングロ・サク

ソン時代の言語・文学および文化事情について学びます。また、この作業を通じ、英語文献学や語源学に関する知識を身に着

け、これらの分野における研究の方法についても学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英語とは 1 

3. 古英語とは 2 

4. 古英語とは 3 

5. 古英語とは 4 

6. 古英語文献講読 1 

7. 古英語文献講読 2 

8. 古英語文献講読 3 

9. 古英語文献講読 4 

10. 古英語文献講読 5 

11. 古英語文献講読 6 

12. 古英語文献講読 7 

13. 古英語文献講読 8 

14. 古英語文献講読 9 

 

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

毎回の授業で講読する文献にはあらかじめ目を通してきてください。また、授業内で発表等をしてもらうことになりますが、これに

ついても十分準備をして臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組みおよび貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. B. Mitchell and F. C. Robinson. 2011. A Guide to Old English. Wiley-Blackwell (ISBN:978-0470671078) 

 

参考文献（Readings） 

1. Mark Atherton. 2010. Complete Old English. Teach Yourself (ISBN:978-0071747745) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB148／英語学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語文献を読む 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語文献（韻文）を読みながら、アングロ・サクソン時代の言語・文学および文化事情について学ぶと同時に、英語文献学研究

に関する基礎知識を身に着ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業では、最初に古英詩の特徴について学び、その上で実際に古英詩を読みながら、アングロ・サクソン時代の言語・文学

および文化事情について学びます。また、この作業を通じ、英語文献学や語源学に関する知識を身に着け、これらの分野におけ

る研究の方法についても学びます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 古英詩入門１ 

3. 古英詩入門 2 

4. 古英詩入門 3 

5. 古英詩入門 4 

6. 古英詩講読 1 

7. 古英詩講読 2 

8. 古英詩講読 3 

9. 古英詩講読 4 

10. 古英詩講読 5 

11. 古英詩講読 6 

12. 古英詩講読 7 

13. 古英詩講読 8 

14. 古英詩講読 9 

 

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

毎回の授業で講読する文献にはあらかじめ目を通してきてください。また、授業内で発表等をしてもらうことになりますが、これに

ついても十分準備をして臨んでください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への取り組みおよび貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. B. Mitchell and F. C. Robinson. 2011. A Guide to Old English. Wiley-Blackwell (ISBN:978-0470671078) 

 

参考文献（Readings） 

1. R.D. Fulk, R.E. Bjork, and J.D. Niles. 2008. Klaeber's Beowulf. University of Toronto Press (ISBN:978-0-8020-9843-6) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB149／英文学特殊研究 １Ａ 

(Studies in English Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Victorian Women Poets 2 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

昨年に続いて、ヴィクトリア朝時代の女性詩人たちの作品を、20世紀後半以後のフェミニズム文学批評を参照しつつ精読してそ

の詩自体の魅力を味わい、当時の女性と男性の社会的立場の相違や相互影響についても考え、男性中心主義から脱却する新

たな文学史観を構築する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィクトリア朝時代初期から中期にかけて活躍した女性詩人たち、Elizabeth Barrett (Browning), Adelaide Anne Procter の詩から

代表的なものを選んで読み、この時期の女性詩人たちの作品傾向と当時の文学界での受容について考える。授業では、最初に

このジャンルについての基礎的知識を再確認した上で、1 回に 50-100 行程度作品を精読する。どの詩人のどの作品を扱うかに

ついては受講者の関心にも配慮して決定するする予定だが、現時点で予定している暫定的授業計画は以下の通り。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Elizabeth Barret (Browning) 1 

3. Elizabeth Barret (Browning) 2 

4. Elizabeth Barret (Browning) 3 

5. Elizabeth Barretｔ (Browning) 4 

6. Elizabeth Barretｔ (Browning) 5 

7. Elizabeth Barretｔ (Browning) 6 

8. Elizabeth Barretｔ (Browning) 7 

9. Adelaide Anne Procter 1 

10. Adelaide Anne Procter 2 

11. Adelaide Anne Procter 3 

12. Adelaide Anne Procter 4 

13. Adelaide Anne Procter 5 

14. Adelaide Anne Procter 6 and Review 

 

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

上記女性詩人たちの作品を予め読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/常日頃の授業への貢献度と担当時の発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

数種類のヴィクトリア朝及び女性詩人の詞華集から詩を選んでプリントアウトしたものを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

エリザベス・バレットについては、複数の訳詩集がある。最初に詳細な参考文献表を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB150／英文学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in English Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Victorian Women Poets 3 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

春学期に続いて、ヴィクトリア朝時代の女性詩人たちの作品を、20 世紀後半以後のフェミニズム文学批評を参照しつつ精読して

その詩自体の魅力を味わい、当時の女性と男性の社会的立場の相違や相互影響についても考え、男性中心主義から脱却する

新たな文学史観を構築する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヴィクトリア朝時代初期から中期にかけて活躍した女性詩人たち、Christina Georgina Rossetti、George Eliot (Mary Ann Evans) 

の詩から代表的なものを選んで読み、この時期の女性詩人たちの作品傾向と当時の文学界での受容について考える。授業で

は、最初にこのジャンルについての基礎的知識を再確認した上で、1 回に 50-100 行程度作品を精読する。どの詩人のどの作品

を扱うかについては受講者の関心にも配慮して決定するする予定だが、現時点で予定している暫定的授業計画は以下の通り。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction 

2. Christina Rossetti 1 

3. Christina Rossetti 2 

4. Christina Rossetti 3 

5. Christina Rossetti 4 

6. Christina Rossetti 5 

7. Christina Rossetti 6 

8. Christina Rossetti 7 

9. Christina Rossetti 8 

10. Christina Rossetti 9 

11. Christina Rossetti 10 

12. George Eliot 1 

13. George Eliot 2 

14. George Eliot 3 and Review 

 

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

上記女性詩人たちの作品を予め読んでおく。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(50%)/常日頃の授業への貢献度と担当時の発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

数種類のヴィクトリア朝及び女性詩人の詞華集から詩を選んでプリントアウトしたものを最初の授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

それぞれの詩人について、参照できる訳詩集がある。最初に詳細な参考文献表を配布する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB151／英文学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in English Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『ジュリアス・シーザー』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ウィリアム・シェイクスピアのローマ劇『ジュリアス・シーザー』を精読し、その英語を読解する高度な英語力を育むとともに、ルネサ

ンス期のイングランド演劇について該博な知識を身につけ、また作品の政治的なテーマや現代性について議論する力を涵養す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シェイクスピアによるローマ劇の代表作『ジュリアス・シーザー』を、演習形式で精読する。受講者が交替で務める個人発表と、毎

回全員が参加するディスカッションを組み合わせて、授業を進めてゆく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞とディベート（1） 

13. DVD 鑑賞とディベート（2） 

14. まとめ 

 

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

発表者は、発表のポイントを整理した配布資料を作成すること（詳しくは授業時に説明する）。また、受講者の全員が、該当の原

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／Elizabeth Story Donno 編注. Julius Caesar. Bloomsbury Arden (ISBN:978-1903436219) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB152／英文学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in English Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
シェイクスピア『アントニーとクレオパトラ』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

シェイクスピアのローマ劇『アントニーとクレオパトラ』を精読し、テクストを精確に読む英文読解力をつけると共に、作品の持つ政

治とジェンダーの問題などを授業で議論することで、作品を批評的に解釈する力を育てる。  

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期で扱った『ジュリアス・シーザー』と並び称されることの多い、シェイクスピアによるローマ劇の代表作『アントニーとクレオパ

トラ』を、演習形式で精読する。参加者の発表とディスカッションを中心に授業を進めていく中で、春学期の演習内容との連続性も

保ちながら、作品の歴史的・文化的な背景を学び、作品が提示する種々のトピックについて批評的な観点から議論をする力を育

てる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 発表とディスカッション：第 1 幕（1） 

3. 発表とディスカッション：第 1 幕（2） 

4. 発表とディスカッション：第 2 幕（1） 

5. 発表とディスカッション：第 2 幕（2） 

6. 発表とディスカッション：第 3 幕（1） 

7. 発表とディスカッション：第 3 幕（2） 

8. 発表とディスカッション：第 4 幕（1） 

9. 発表とディスカッション：第 4 幕（2） 

10. 発表とディスカッション：第 5 幕（1） 

11. 発表とディスカッション：第 5 幕（2） 

12. DVD 鑑賞およびディベート（1） 

13. DVD 鑑賞およびディベート（2） 

14. まとめ 

 

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

発表者は、発表のポイントを整理した配布資料を作成すること（詳しくは授業時に説明する）。また、受講者の全員が、該当の原

文を精読してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表と授業貢献度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. William Shakespeare 著／Michael Hattaway 編注. Antony and Cleopatra. Bloomsbury Arden (ISBN:978-1904271017) 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期からの連続履修が望ましいが、この授業のみの履修も可能。 

 

注意事項（Notice） 
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■JB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB155／英文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in English Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
モダニズムとメディア 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・モダニズムとメディア・テクノロジーの関係について最近の研究を概観する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではイギリス・モダニズム文学と新興メディア（映画、ラジオなど）の関係に関する最近の研究を読み、このテーマへの理

解を深めます。イギリスでこの分野の研究をリードしているのは Laura Marcus と David Trotterですが、後者の Literature in the 
First Media Age (2013)を少しずつ読み始める所からスタートします。その後は Virginia Woolf と映画など個別作家に即して関連文

献を読みます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Literature in the First Media Age 

3. Literature in the First Media Age 

4. Literature in the First Media Age 

5. Literature in the First Media Age 

6. Literature in the First Media Age 

7. Literature in the First Media Age 

8. Literature in the First Media Age 

9. Virginia Woolf と映画 

10. Virginia Woolf と映画 

11. Virginia Woolf と映画 

12. Virginia Woolf と映画 

13. Virginia Woolf と映画 

14. Virginia Woolf と映画 

 

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

毎回発表者を決めて発表してもらいます。その他の参加者も全員そのときの範囲を読んで予習してくることが義務付けられます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. David Trotter. 2013. Literature in the First Media Age. Harvard UP (ISBN:978-0674073159) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB156／英文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in English Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
後期 Virginia Woolf を読む 

担当者名 

（Instructor） 
田尻 芳樹(TAJIRI YOSHIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス・モダニズムを代表する作家 Virginia Woolfの後期長編を読み、その文学への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

この授業ではイギリス・モダニズムの巨匠 Virginia Woolfの後期の小説を鑑賞します。まず最も実験的な作風の The 
Waves(1931)はウルフのモダニズムの頂点と見なされる傑作で、難解ながらウルフの世界観、文学観がよく出ています。とくにフィ

クションを構成することと生きることの関係について考察しましょう。次に最晩年の遺作 Between the Acts(1941)を読み、第二次

大戦の破局を感じながらウルフがたどりついた最後の境地について、イギリス文化、歴史との関係で考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. The Waves 
3. The Waves 
4. The Waves 
5. The Waves 
6. The Waves 
7. The Waves 
8. The Waves 
9. Between the Acts 

10. Between the Acts 

11. Between the Acts 

12. Between the Acts 

13. Between the Acts 

14. Between the Acts 

 

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

毎回発表者を決めて発表してもらいます。その他の参加者も全員そのときの範囲を読んで予習してくることが義務付けられます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/平常の参加度(40%) 

欠席が３回を超えると単位を取得できません。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Virginia Woolf. 2015. The Waves. Oxford Classics (ISBN:978-0199642922) 

2. Virginia Woolf. 2008. Between the Acts. Oxford Classics (ISBN:978-0199536573) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB161／米文学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in American Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Meta-Fiction/Meta-Myth: Donald Barthelme's Snow White 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learning how to critically interpret works of meta-fiction and how to write a coherent literary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

“Meta-fiction” (as a genre and a postmodern movement in literature) is most simply defined as “fiction about fiction,” but it is 

also fiction at one (or two, or three, or more) remove(s) from the very act of fictionalization. Donald Barthelme is the master of 

this form of distant literary removal. Through fragmentation, revisionary stylistics, and radical innovations in the very fabric of 

the text, Barthelme provides a new approach to the concepts and methods of fictional construction and a new challenge to 

literary analysis. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: Meta-Fiction and Meta-Myth 

2. The Works of Donald Barthelme (Short Stories -1) 

3. The Works of Donald Barthelme (Short Stories -2) 

4. The Works of Donald Barthelme (Short Stories -3) 

5. Snow White - 1 

6. Snow White - 2 

7. Snow White - 3 

8. Snow White - 4 

9. Snow White - 5 

10. Snow White - Theory and Criticism -1 

11. Snow White - Theory and Criticism -2 

12. Snow White - 6 

13. Snow White - 7 

14. Final Oral Presentation 

 

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

Reading assignments every week, research for the essay assignment, preparation for the final oral presentation.. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation (In-Class Activities)(30%)/Essay (1st Draft and Final Revision)(40%)/Final Oral Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Donald Barthelme. 1996. Snow White. Scribner (ISBN:0-684-82479-5) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB162／米文学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in American Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Meta-Fiction/Meta-Myth (2): John Barth Lost in the Funhouse 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Learning how to critically interpret works of meta-fiction and how to write a coherent literary analysis. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Following swift upon the post-modern stylistics of Barthelme, Pynchon, and Coover, John Barth arrives on the scene with a 

powerful arsenal of new fictional innovations to add to and further complicate the clichés that define the fictional constructs of 

19th and 20th centuries.   

 

As "Part Two" of the Meta-Fiction/Meta-Myth course, the themes and critical discourses concerning postmodern literary 

structures, stylistics, and philosophies will be followed through the short stories collected in john Barth's Lost in the Funhouse. 

Focusing upon Barth's subversive adaptations of myth and legend,this course will consider the themes of "exhaustion"and 

"replenishment" as they are explored in late-20th century American literature. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction: 

Meta-Fiction, Meta-Myth, and The 20th Century Ironic Turn 

2. John Barth, "Literature of Exhaustion" 

3. Lost in the Funhouse  

"Frame Tale" and "Night-Sea Journey" 

4. Lost in the Funhouse  

"Ambrose His Mark" 

5. Lost in the Funhouse 

"Autobiography" and "Water-Message" 

6. Lost in the Funhouse 

"Petition" 

7. Lost in the Funhouse 

"Lost in the Funhouse" 

8. Lost in the Funhouse 

"Echo" and "Two Meditations"  

9. Lost in the Funhouse 

"Title" and "Glossolalia" 

10. Lost in the Funhouse - Theory and Criticism 

11. Lost in the Funhouse 

"Life-Story" 

12. Lost in the Funhouse 

"Menelaiad" 

13. Lost in the Funhouse 

"Anonymiad" 

14. Final Oral Presentation 

 

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

Reading assignments every week, research for the essay assignment, preparation for the final oral presentation. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Participation (In-Class Activities)(30%)/Essay Assignment (1st Draft and Final Revision)(40%)/Final Oral Presentation(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. John Barth. 1988. Lost in the Funhouse. Anchor Books (ISBN:0-385-24087-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB165／米文学特殊研究 ５Ａ 

(Studies in American Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Herman Melville 研究（１） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メルヴィルの代表的長編 Moby-Dick を読む。この作品はアメリカ文学史における基盤ともいえる地位を得ており、様々な論者が
様々な形でこの作品に言及している。しかし、この作品の一部を切り取って、「ひとまず」の理解を得るということは困難である。そ

れくらい、この作品は多面的で複雑だ。この授業では実際に作品を通読した上で、受講生各自の問題意識に沿った、表面的では

ない深い理解を得てほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. Moby-Dick を読む（1） 
3. Moby-Dick を読む（2） 
4. Moby-Dick を読む（3） 
5. Moby-Dick を読む（4） 
6. Moby-Dick を読む（5） 
7. Moby-Dick を読む（6） 
8. Moby-Dick を読む（7） 
9. Moby-Dick を読む（8） 

10. Moby-Dick を読む（9） 
11. Moby-Dick を読む（10） 

12. Moby-Dick を読む（11） 

13. Moby-Dick を読む（12） 

14. Moby-Dick を読む（13） 

 

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

*長大かつ難解な作品であるため、受講を予定している者は、長期休みの間に読み始めることを強く勧める。 

 

*毎回の授業につき、発表者を指名し、課題箇所に関するディスカッションを喚起する形で発表を行ってもらう。受講者の人数にも

よるが、学期を通じて複数回の発表を課す。 

 

*毎回の授業につき、受講者全員に短いレスポンスペーパーを課し、授業前の提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献度、レスポンスペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Herman Melville. 2001. Moby-Dick. Norton (ISBN:0393972836) 

 

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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■JB166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB166／米文学特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in American Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Herman Melville 研究（２） 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ文学の精読を通じ、語学的に正確に読解することはもちろん、作品の背後にある歴史的・文化的コンテクストに留意しな

がら作品解釈することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

メルヴィルの代表的中編 "Billy Budd" を読む。メルヴィルの遺作として有名なこの作品は、Barbara Johnson、Eve Kosofsky 

Sedgwick らをはじめとして、多くの批評家たちの関心を惹起してきた。 

 

本授業では、学期前半は作品の精読を行い、学期後半では代表的な先行研究を読んでゆく。先行研究を批判的に読むことを通

じ、論文はどう書くべきか、論文とはどうあるべきかなどについても議論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. "Billy Budd" を読む（1） 

3. "Billy Budd" を読む（2） 

4. "Billy Budd" を読む（3） 

5. "Billy Budd" を読む（4） 

6. "Billy Budd" を読む（5） 

7. "Billy Budd" を読む（6） 

8. "Billy Budd" 批評を読む（1） 

9. "Billy Budd" 批評を読む（2） 

10. "Billy Budd" 批評を読む（3） 

11. "Billy Budd" 批評を読む（4） 

12. "Billy Budd" 批評を読む（5） 

13. "Billy Budd" 批評を読む（6） 

14. まとめ 

 

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

*毎回の授業につき、発表者を指名し、課題箇所に関するディスカッションを喚起する形で発表を行ってもらう。受講者の人数にも

よるが、学期を通じて複数回の発表を課す。 

 

*毎回の授業につき、受講者全員に短いレスポンスペーパーを課し、授業前の提出を義務付ける。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ディスカッションへの貢献度、レスポンスペーパー(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Herman Melville. 2001. Melville's Short Novels. Norton (ISBN:0393976416) 

批評に関してはプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業で適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB167／米文学特殊研究 ６Ａ 

(Studies in American Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部文学演習 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO 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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの南部には歴史的に男女それぞれの性役割に対する期待と制約が高く強かったと言われます。授業ではこの点に関し、

Carson McCullers と Truman Capote のふたりの代表作を取り上げ、それぞれ独自の応答について深く吟味することを目標としま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業方法は、毎回、担当者による報告に引き続き、参加者全員で作品を再吟味します。担当者は割り振られた箇所の比較的詳

細な要約を作成し、小説読解上の問題点を指摘した上、上記授業の目的に関する議論へと参加者を誘導できるような準備をおこ

なっておくことが求められます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション： 作家と文学の概要、授業方針の説明 

2. 作品講読第１回 

3. 作品講読第２回 

4. 作品講読第３回 

5. 作品講読第４回 

6. 作品講読第５回 

7. 作品講読第６回 

8. 作品講読第７回 

9. 作品講読第８回 

10. 作品講読第９回 

11. 作品講読第１０回 

12. 作品講読第１１回 

13. 作品講読第１２回 

14. 授業内容を振り返り、最終ディスカッションを行う。 

 

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

あらかじめ作家の人生の基本的な伝記的情報を何らかの形で入手しておいてください。また南部人の心性については参考文献

にあげたものを授業中にも適宜参照することを強く推奨します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当授業時のプレゼンテーション(40%)/担当時以外の授業ディスカッションへの貢献(30%)/作品に関する 4000 字程度のレポート

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Carson McCullers. 2001. Carson McCullers: Complete Novels. Library of America (ISBN:1931082030) 

2. Truman Capote. 2004. Other Voices, Other Rooms. Penguin (ISBN:0141187654) 

3. Truman Capote. 2005. The Complete Stories. Penguin (ISBN:0141188081) 

 

参考文献（Readings） 

1. W. J. Cash. 1991. The Mind of the South. Vintage (ISBN:0679736476) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB168／米文学特殊研究 ６Ｂ 

(Studies in American Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ南部文学演習 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 和彦(GOTO 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） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ南部には奴隷制廃止ののちも独特な政治風土が存在し続けたのですが、この政治風土とこれに翻弄される人心を描い

た、南部文芸復興期を代表する Robert Penn Warren の小説 All the King's Men を比較的丁寧に読み進み、南部の精神における
知と情のせめぎ合いについて参加者がそれぞれの見解を獲得することを目指します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回の授業では、担当者による報告にもとづき、参加者全員による ディスカッションを行いつつ進んでゆきます。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション: 作家と作品の概要、授業方針の説明 

2. 作品講読第 1 回 

3. 作品講読第２回 

4. 作品講読第３回 

5. 作品講読第４回 

6. 作品講読第５回 

7. 作品講読第６回 

8. 作品講読第７回 

9. 作品講読第８回 

10. 作品講読第９回 

11. 作品講読第１０回 

12. 作品講読第１１回 

13. 作品講読第１２回 読了 

14. 総括: 参加者の個人的関心に照らし、作品と作家について全員で意見を述べ合う。 

 

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

取り上げる作家についてはあらかじめネットなどである程度情報をつかんでおいてください。南部文化の総体的な特徴について

も、下に上げた文献などを参照に各自一定の知見を得ておいてください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当授業時のプレゼンテーション(40%)/担当時以外の授業ディスカッションへの貢献(30%)/作品に関する 4000 字程度のレポート

(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert Penn Warren. 2007. All the King's Men. Penguin (ISBN:0141188618) 

 

参考文献（Readings） 

1. W. J. Cash. 1991. The Mind of the South. Vintage (ISBN:0679736476) 

2. Twelve Southerners. 2006. I'll Take My Stand: The South and the Agrarian Tradition. Louisiana State UP (ISBN:080713208X) 

その他、授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

■JB169 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB169／米文学特殊研究 ７Ａ 

(Studies in American Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
白と黒のモダニズム １ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 極めて個人的なヴィジョンを展開するとともに、社会や政治状況への批判的レスポンスに富んだモダニズム小説の重層性を学

ぶ。春学期のセクションでは、20世紀アメリカ作家の多くに影響を与えた Gertrude Stein の代表作を精読し、その特徴を把捉す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講は、モダニスト作家の作品を読み、彼らが描こうとした人間像と社会像の検証を行うことを目的としている。ここで検討する

Gertrude Stein は、白人盛期モダニストの主要人物でありながら、その作風ゆえ、アメリカでの受容はスムーズではなかった。近

年では、彼女の国際的越境の経験や、性的指向およびマージナルな自己認識の検証から研究が進んでいるが、こうした人物の

主体性と物語の歴史性との相剋を考えてみたい。 

 受講者は、本講を通して得た知識を援用し、各自、出版を目指した完成度の高い研究論文を作成することが望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. “Composition as Explanation" 

3. Tender Buttons  (1) 

4. Tender Buttons (2) 

5. Tender Buttons (3) 

6. Three Lives (1) 

7. Three Lives (2) 

8. Three Lives (3) 

9. Three Lives (4) 

10. “The Gradual Making of the Making of Americans" (9) 

11. Q.E.D. (1) 

12. Q.E.D. (2) 

13. Q.E.D.  (3) 

14. “Three Portraits of Painters" 

 

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

 初回に配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにアジェンダセッティング、

ディスカッションリーディングの担当者も決定するが、担当者は、スケジュールにしたがい入念な準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(35%)/ディスカッションリーディングにおけるパフォーマンス(25%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stein, Gertrude. 1990. Selected Writings of Gertrude Stein. Vintage International (ISBN:978-0679724643) 

Q.E.D.ならびにバイオグラフィカルな補助資料を教室で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:978-4775401705) 

適宜クラスで指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■JB170 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB170／米文学特殊研究 ７Ｂ 

(Studies in American Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
白と黒のモダニズム 2 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 極めて個人的なヴィジョンを展開するとともに、社会や政治状況への批判的レスポンスに富んだモダニズム小説の重層性を学

ぶ。秋学期のセクションでは、ハーレムルネサンスを代表する存在であり、黒人のモダニズムの一つの頂点を示した Zora Neale 

Hurston の代表作を精読し、その特徴を把捉する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講は、モダニスト作家の作品を読み、彼らが描こうとした人間像と社会像の検証を行うことを目的としている。ここで検討する

Zora Neale Hurston は、アメリカ黒人文学史に記された驚異の一つと呼んで過言ではない。民俗学者として出発した彼女は、黒

人の表現伝統を念頭においた創作を行いつつも、集団の利害を第一義とした人種政治の圧力により、事実上葬り去られた異端

児であった。「矛盾」という言葉で称されることの多いこの作家の独自性と卓越性を、テクストの精読によって明らかにしたい。 

 受講者は、本講を通して得た知識を援用し、各自、出版を目指した完成度の高い研究論文を作成することが望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. Their Eyes Were Watching God (1) 

3. Their Eyes Were Watching God (2) 

4. Their Eyes Were Watching God (3) 

5. Their Eyes Were Watching God (4) 

6. Their Eyes Were Watching God (5) 

7. Their Eyes Were Watching God (6) 

8. Their Eyes Were Watching God (7) 

9. Their Eyes Were Watching God (8) 

10. Their Eyes Were Watching God (9) 

11. Their Eyes Were Watching God (10) 

12. “Characteristics of Negro Expression" 

13. Selections from Dust Tracks on a Road (1) 

14. Selections from Dust Tracks on a Road (2) 

 

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

 初回に配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにアジェンダセッティング、

ディスカッションリーディングの担当者も決定するが、担当者は、スケジュールにしたがい入念な準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(35%)/ディスカッションリーディングにおけるパフォーマンス(25%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Hurston, Zora Neal. 2006. Their Eyes Were Watching God. Harper (ISBN:978-0060838676) 

“Characteristics of Negro Expression,” Dust Tracks on a Roadほか、複数の一次資料を教室にて配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:978-4775401705) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■JB171 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB171／米文学特殊研究 ８Ａ 

(Studies in American Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Flannery O'Connor短編小説研究 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの小説を精読することで，その審美的な手触りを確かめるとともに，人種・ジェンダー・セクシュアリティの諸相を探りなが

ら，日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業と対を成す秋学期の授業と同様，アメリカの南部作家による短編小説を取り上げる。春学期の本演習は，カトリック作

家としても名高い Flannery O'Connor の代表的な短編を毎週一作品ずつ読んでいく。彼女の宗教的ヴィジョンは言うまでもなく，

その人種意識や時代感覚，そして逸脱的な性の問題系など，多角的な視点からテクストを読み解いていく。加えて，取り上げる作

品をめぐるこれまでの批評史も検証する。身体の自由を奪われる病と闘った作家の想像力が，今日的な障害研究（disability 

studies）や情動理論（affect theory）とどのように響きあうのかについても考察を深めたい。 

 なお，授業は，あらかじめ指名された担当者による英語の発表を出発点に，前半は英語、後半は日本語によるディスカッション

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. "A Good Man Is Hard to Find"を読む 

3. "A Late Encounter with the Enemy"を読む 

4. "The Displaced Person"を読む 

5. "A Temple of the Holy Ghost"を読む 

6. "The Artificial Nigger"を読む 

7. "Good Country People"を読む 

8. "Everything That Rises Must Converge"を読む 

9. "The Lame Shall Enter First"を読む 

10. "Revelation"を読む 

11. "Parker's Back"を読む 

12. O'Connorの短編をめぐる批評史の総括 

13. レポート中間報告会 

14. 最終総括 

 

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

とりわけ授業前半の英語によるディスカッションに積極的な貢献ができるよう，毎週，事前にテクストを精読するとともに，自分の

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の担当発表とディスカッションへの参加(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Flannery O'Connor. 2009. The Complete Stories. Faber & Faber (ISBN:0571245781) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

■JB172 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB172／米文学特殊研究 ８Ｂ 

(Studies in American Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Erskine Caldwell 短編小説研究 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカの小説を精読することで，その審美的な手触りを確かめるとともに，人種・ジェンダー・セクシュアリティの諸相を探りなが

ら，日英両言語による自己表現能力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 この授業と対を成す春学期の授業と同様，アメリカの南部作家による短編小説を取り上げる。秋学期の本演習は，春学期に扱

う Flannery O'Connor と同じくジョージア州に生まれた Erskine Caldwell の短編を毎週１～２作品ずつ読んでいく。長編小説におい

ては南部の暴力性や後進性のテーマが際立つ Caldwellの小説だが，その短編に目を向けると，少年少女の性の目覚めを扱う

すぐれて抒情的な小品や，1930年代の社会意識に根差したヒューマニズムあふれる作品も少なくない。現在の批評的動向の中

では過小評価されがちな彼のそうした作風を再検証するとともに，自然が息づく田舎の暮らしに密着する作家の想像力が，今日

的な動物研究（critical animal studies）や環境批評（ecocriticism）とどのように響きあうのかについても考察を深めたい。 

 なお，授業は，あらかじめ指名された担当者による英語の発表を出発点に，前半は英語、後半は日本語によるディスカッション

形式で行うので，受講者の積極的な発言が期待される。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクションならびに発表担当者の決定 

2. "The Strawberry Season"と"The Visitor"を読む 

3. "Indian Summer"を読む 

4. "Crown-Fire"と"Evelyn and the Rest of Us"を読む 

5. "Warm River"を読む 

6. "The Lonely Day"と"The Girl Ellen"を読む 

7. "Rachel"を読む 

8. "After-Image"を読む 

9. "Memorandum"と"The Slow Death"を読む 

10. "Molly Cotton-Tail"と"The Negro in the Well"を読む 

11. "Yellow Girl"を読む 

12. Caldwell をめぐる批評史の総括 

13. レポート中間報告会 

14. 最終総括 

 

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

とりわけ授業前半の英語によるディスカッションに積極的な貢献ができるよう，毎週，事前にテクストを精読するとともに，自分の

問題意識を整理し，それをメモにまとめたうえで授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の担当発表とディスカッションへの参加(60%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Erskine Caldwell. 1996. The Stories of Erskine Caldwell. U of Georgia P (ISBN:0820316946) 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

■JB175 
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科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB175／英語学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語入門 

担当者名 

（Instructor） 
新川 清治(SHINKAWA SEIJI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語の基礎を学習し、現代英語に対する歴史的視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

初めて古英語を学ぶ学生のための授業である。発音、最低限の語形変化を学習した後、現代英語訳を参照し、辞書を引きなが

ら散文テキストを「解読」する訓練を行う。その際、現代英語に至る変化の過程にも意識を向けたい。訳読の際にはその範囲に関

連する事項（文法・解釈・歴史など内容は自由）を一つ選び、それに関して発表をしてもらう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訳読・発表・フィードバック・解説(1) 

3. 訳読・発表・フィードバック・解説(2) 

4. 訳読・発表・フィードバック・解説(3) 

5. 訳読・発表・フィードバック・解説(4) 

6. 訳読・発表・フィードバック・解説(5) 

7. 訳読・発表・フィードバック・解説(6) 

8. 訳読・発表・フィードバック・解説(7) 

9. 訳読・発表・フィードバック・解説(8) 

10. 訳読・発表・フィードバック・解説(9) 

11. 訳読・発表・フィードバック・解説(10) 

12. 訳読・発表・フィードバック・解説(11) 

13. 訳読・発表・フィードバック・解説(12) 

14. まとめ 

 

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

割り当てられた訳読とその範囲に関連する事項の発表を準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Peter Baker. 2012. Introduction to Old English 3rded.. Blackwell 

 

参考文献（Readings） 

1. Jeremy Smith. 2009. Old English: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JB176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB176／英語学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古英語入門 

担当者名 

（Instructor） 
新川 清治(SHINKAWA SEIJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古英語の基礎を学習し、現代英語に対する歴史的視点を獲得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期にひき続き、初めて古英語を学ぶ学生のための授業である。発音、最低限の語形変化を学習した後、現代英語訳を参照

し、辞書を引きながら韻文テキストを「解読」する訓練を行う。その際、現代英語に至る変化の過程にも意識を向けたい。訳読の

際にはその範囲に関連する事項（文法・解釈・歴史など内容は自由）を一つ選び、それに関して発表をしてもらう。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訳読・発表・フィードバック・解説(1) 

3. 訳読・発表・フィードバック・解説(2) 

4. 訳読・発表・フィードバック・解説(3) 

5. 訳読・発表・フィードバック・解説(4) 

6. 訳読・発表・フィードバック・解説(5) 

7. 訳読・発表・フィードバック・解説(6) 

8. 訳読・発表・フィードバック・解説(7) 

9. 訳読・発表・フィードバック・解説(8) 

10. 訳読・発表・フィードバック・解説(9) 

11. 訳読・発表・フィードバック・解説(10) 

12. 訳読・発表・フィードバック・解説(11) 

13. 訳読・発表・フィードバック・解説(12) 

14. まとめ 

 

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

割り当てられた訳読とその範囲に関連する事項の発表を準備する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Peter Baker. 2012. Introduction to Old English 3rd ed.. Blackwell 

 

参考文献（Readings） 

1. Jeremy Smith. 2009. Old English: A Linguistic Introduction. Cambridge University Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 29 - 

■JB177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB177／英語学特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

記述文法の立場で書かれた英文法書の節構造に関する記述を読み、英語の節の基本構造および詳細な節のタイプの分類につ

いて考え、論じることができるようになることがこの授業の目的です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Huddleston & Pullum（編）の The Cambridge Grammar of the English Language（ CUP 2002 年）の節構造を扱った箇所をテキスト

とし、毎回の授業で各セクションの内容について学生発表を行い、その後小池が解説をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 節構造における要素 

3. 補部と付加部について licensing, obligatoriness 

4. 補部と付加部について anaphora, category, position 

5. 補部と付加部について argumenthood, selection, role 

6. 意味的役割について 

7. 主語について（１）概説 

8. 主語について（２）統語的特徴 

9. 目的語について（１）直接目的語 

10. 目的語について（２）間接目的語 

11. 述詞補部について（１）概説、location, goal, source 

12. 述詞補部について（２）述詞補部を取る動詞 

13. 繋辞（copula）について 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表(20%)/授業への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum. 2002. The Cambridge Grammar of the English Languge. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献（Readings） 

1. Randolph Quirk, et al. 1989. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0582517346) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 30 - 

■JB178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JB178／英語学特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Eng. Philology & Linguistics 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英文法論 

担当者名 

（Instructor） 
小池 剛史(KOIKE TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL6413 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

前期に引き続き、記述文法の立場で書かれた英文法書の節構造に関する記述を読み、英語の節の基本構造および詳細な節の

タイプの分類について考え、論じることができるようになることがこの授業の目的です。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Huddleston & Pullum（編）の The Cambridge Grammar of the English Language（ CUP 2002 年）の節構造を扱った箇所をテキスト

とし、毎回の授業で各セクションの内容について学生発表を行い、その後小池が解説をします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 動詞＋前置詞句を伴う構造 

3. 前置詞句動詞（１）概説 

4. 前置詞句動詞（２）様々なタイプ 

5. 句動詞（phrasal verbs）：他動詞タイプの句動詞 

6. 句動詞（phrasal verbs）：自動詞タイプの句動詞 

7. 予備日 

8. light verbについて 

9. 複数の構造を取る動詞の比較（１）他動詞と自動詞（A) 

10. 複数の構造を取る動詞の比較（１）他動詞と自動詞（B) 

11. 複数の構造を取る動詞の比較（２）単一目的語他動詞と二重目的語他動詞 

12. 複数の構造を取る動詞の比較（３）He supplied arms to the rebels/He supplied the rebels with arms など 

13. 複数の構造を取る動詞の比較（４）Bees are swarming in the garden/The garden is swarming with bees など 

14. まとめ 

 

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

授業で扱う箇所は必ず予習をし、授業内の議論に参加できるようにすること 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(60%)/発表(20%)/授業への参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Rodney Huddleston, Geoffrey K. Pullum. 2002. The Cambridge Grammar of the English Languge. Cambridge University Press 

(ISBN:978-0521431460) 

 

参考文献（Readings） 

1. Randolph Quirk, et al. 1989. A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman (ISBN:0582517346) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

bachgenjapaneg@gmail.com 

 

注意事項（Notice） 
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■JC126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC126／日本史演習 １ 

(Seminar in Japanese History 1) 

担当者名 

（Instructor） 
遠山 美都男(TOOYAMA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代最大の内乱とされる壬申の乱を詳細に描いた『日本書紀』巻第 28、いわゆる壬申紀を関係史料と比較検討しながら徹底的

に解読する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

壬申紀は内乱に関する正確無比の戦記との定評があるが、本当にその名に値するのかを検証していく。壬申紀の叙述はいかに

組み立てられたのか？ 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（問題の所在、参考文献） 

2. 天命の終わり 

3. 虎に翼を着けて放つ 

4. 吉野を発つ 

5. 天下二分の予兆 

6. 天神を望拝す 

7. 大友皇子、動かず 

8. 総帥は武市皇子 

9. 倭京をめぐる攻防 

10. 瀬田橋の決戦 

11. 大伴氏、かく戦えり 

12. さまざまな神託 

13. 戦犯は誰だ！？ 

14. まとめと展望 

 

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

壬申の乱と関係ないと思うかもしれないが、司馬遷の『史記』のうち始皇本紀、高祖本紀に目を通しておくように（現代語訳でよ

い）。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

質疑応答など受講態度(70%)/小レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 坂本太郎他、1995、『日本書紀（五）』、岩波書店 (ISBN:ISBN4-00-300045-5) 

 

参考文献（Readings） 

1. 遠山 美都男、1996、『壬申の乱』、中央公論社 (ISBN:ISBN4-12-101293-3) 

2. 遠山 美都男、2014、『天武天皇の企て』、角川学芸出版 (ISBN:ISBN978-4-04-703538-6) 

3. 倉本 一宏、2007、『歴史の旅 壬申の乱を歩く』、吉川弘文館 (ISBN:ISBN978-4-642-07978-5) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC127 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC127／日本史演習 ２ 

(Seminar in Japanese History 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
中世政治社会論 

担当者名 

（Instructor） 
三枝 暁子(MIEDA 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中世史料の輪読を通じ、史料の読解能力を高めていく。それとともに、特に南北朝期の政治と社会に関する理解を深めることに

より、新たな中世政治史・社会史像を構築する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

応永元年（1394）に、足利義満が日吉社を参詣した折の記録である「日吉社室町殿御社参記」を輪読し、当該期の公方と比叡山

延暦寺との関係、延暦寺の内部組織と経済、および公方義満の政治等について検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入～足利義満の政治と比叡山延暦寺をめぐって 

2. 史料輪読の前提となる研究文献の読解（足利義満に関するもの） その１ 

3. 史料輪読の前提となる研究文献の読解（比叡山延暦寺に関するもの） その２ 

4. 史料の輪読（１） 

5. 史料の輪読（２） 

6. 史料の輪読（３） 

7. 史料の輪読（４） 

8. 史料の輪読（５） 

9. 史料の輪読（６） 

10. 史料の輪読（７） 

11. 史料の輪読（８） 

12. 史料の輪読（９） 

13. 史料の輪読（10） 

14. まとめ～輪読を通じ見えてきたもの 

 

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

授業前に輪読する箇所を予習し､ 意味の分からない語句や地名・人名などの固有名詞はあらかじめ調べておくこと｡   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/報告内容(40%)/最終レポート(Final Report)(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回授業時に、テキストとなる文献・史料のコピーを配布する。 

 

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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■JC128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC128／日本史演習 ３ 

(Seminar in Japanese History 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世史の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
牧原 成征(MAKIHARA SHIGEYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

先行研究を整理・批判しつつ、日本近世の史料をていねいに読解して、そこから歴史像を組み立てる方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者が、各自の問題関心に従って、近世史料を用いた研究報告を準備し、相互に議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 基本とする史料群の概要把握１ 

3. 基本とする史料群の概要把握２ 

4. 基本とする史料群の概要把握３ 

5. 先行研究の整理１ 

6. 先行研究の整理２ 

7. 先行研究の整理３ 

8. 関連史料の読解１ 

9. 関連史料の読解２ 

10. 関連史料の読解３ 

11. 論点の展開とまとめ１ 

12. 論点の展開とまとめ２ 

13. 論点の展開とまとめ３ 

14. 総括 

 

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

参加者各自の問題関心に従って、論文執筆に用いる史料を収集し、報告の準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の研究報告(70%)/ディスカッションへの参加度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC130 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC130／日本史演習 ５ 

(Seminar in Japanese History 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本近現代史研究の史学史 

担当者名 

（Instructor） 
戸邉 秀明(TOBE 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近現代史研究の各分野における代表的な理論や研究潮流に関する基礎的理解を体得し、自己の研究を研究史上に適確に

位置づけられるようにする。それを通じて、「自らの知見を他者に客観的かつ説得的に伝達するための論理構築と表現技法を身

につける」（文学研究科学位授与方針）ことの実現をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本近現代史の研究は、今日までどのように展開してきたのか。その軌跡を、単なる学説の整理ではなく、学説の興亡の背景

にある思想潮流の変遷や史料論的背景をもふまえて理解できるようになること。それは研究者となる過程で必須の訓練である。

この演習では、各自が研究論文を作成する過程でなかば無意識に行っている作業を、より自覚的に、かつ集団的に推進する。そ

れにより、自身の狭い研究範囲を超えた広がりを持つ史学史的視野と方法意識を獲得してほしい。 

 具体的には、テキストを導きとしつつ、幕末から戦後まで時期・分野を区分して、それぞれの研究の流れについて基礎的な理解

を深める。その際、テキストの輪読に加えて、各回に関連する当時の研究文献等を併せて読解・報告してもらう。また討論では、

講師が補足的な説明を適宜加えて、参加者の理解を助ける。以上の作業により、各時期・分野の代表的な研究方法や視点、歴

史家とその作品について基礎的理解を得られるようにする。追加する文献については、参加者が専攻する分野などの要素を考

慮して選択していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（授業内容の説明、報告担当者の決定等） 

2. 戦後日本の歴史学の流れ（講師が自身の論文をもとに講義） 

3. 日本近現代史研究のパラダイム（テキスト序章をもとに講師が講義） 

4. 読解１ 開国と倒幕 

5. 読解２ 維新政権と文明開化 

6. 読解３ 自由民権運動と民衆運動 

7. 読解４ 明治憲法体制 

8. 読解５ 日清・日露戦争と産業革命 

9. 読解６ 大正デモクラシーと社会運動 

10. 読解７ 帝国主義と植民地 

11. 読解８ 1930 年代論・ファシズム論 

12. 読解９ 戦争責任研究と総力戦体制論 

13. 読解 10 戦後史（特に占領期研究） 

14. まとめ 

 

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

各回で対象範囲となるテキストの該当箇所（各章）の読解に加え、関連して追加される参考文献についても、必ず目を通しておく

こと。報告担当の有無に限らず、これらテキスト・参考文献については、疑問点や意見をまとめておき、必ず各自でメモを作成して

臨むこと。授業内の討論はそれにもとづいて議論を進める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内の報告内容（レジュメを含む）(30%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 成田龍一、2012、『近現代日本史と歴史学：書き替えられてきた過去』、中央公論新社 (ISBN:978-4-12-102150-2) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

リアクションペーパーについては、次回授業開始時にフィードバックを行う。 
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注意事項（Notice） 
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■JC131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC131／日本史演習 ６ 

(Seminar in Japanese History 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近世近代移行期の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
木村 直也(KIMURA NAOYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本ないし東アジアの近世近代移行期（江戸時代後期～明治維新期）に関する文献・史料を読み、現在の研究動向をおさえると

ともに、この時期の歴史に対する理解を深め、もって歴史的考察の能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世近代移行期を深く考察するためのテキスト文献を読み、ついで各人の興味・関心にしたがって文献・史料を講読し、受講生に

よる発表・ディスカッションを行いつつ、教員が適宜解説を加える。また受講生各自のテーマによる研究報告・ディスカッションも行

う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、各人の興味・関心の発表、授業運営の打ち合わせ 

2. テキスト文献の講読・発表・ディスカッション（１） 

3. テキスト文献の講読・発表・ディスカッション（２） 

4. テキスト文献の講読・発表・ディスカッション（３） 

5. テキスト文献の講読・発表・ディスカッション（４） 

6. テキスト文献の講読・発表・ディスカッション（５） 

7. 文献・史料の講読・発表・ディスカッション（１） 

8. 文献・史料の講読・発表・ディスカッション（２） 

9. 文献・史料の講読・発表・ディスカッション（３） 

10. 文献・史料の講読・発表・ディスカッション（４） 

11. 文献・史料の講読・発表・ディスカッション（５） 

12. 受講生の研究報告・ディスカッション（１） 

13. 受講生の研究報告・ディスカッション（２） 

14. 受講生の研究報告・ディスカッション（３）、総括 

 

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

次の授業で講読するテキスト、文献・史料は必ず読んでくる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席状況、参画度(80%)/発表成果の評価(20%) 

単位修得のためには 75％以上の出席を必要とする。 

 

テキスト（Textbooks） 

いくつかテキストの候補を提示し、受講生の研究関心を勘案して決定する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC132／東洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Asian History 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA207「アジア経済史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アジア経済史に関する基礎的な文献を読んで理解し、自身の研究課題および問題意識を明確化していく。また、研究報告にお

ける受講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近代アジア経済史についての基本的な文献・論文を輪読する。輪読する文献・論文については、英語文献も含めて受講生と相

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC133／東洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Asian History 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジアの経済史 

担当者名 

（Instructor） 
湊 照宏(MINATO TERUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA208「アジア経済史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 アジア経済史の基礎的な文献を読んで理解し、自身の研究課題および問題意識を明確化していく。また、研究報告における受

講者同士の議論を通じて、論理的思考を修得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近代アジア経済史についての基本的な文献・論文を輪読する。輪読する文献・論文については、英語文献も含めて受講生と相

談して決定する。その他、随時に受講者の研究報告を実施する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. アジア経済史に関する文献輪読(1) 

3. アジア経済史に関する文献輪読(2) 

4. アジア経済史に関する文献輪読(3) 

5. アジア経済史に関する文献輪読(4) 

6. アジア経済史に関する文献輪読(5) 

7. アジア経済史に関する文献輪読(6) 

8. アジア経済史に関する文献輪読(7) 

9. アジア経済史に関する文献輪読(8) 

10. アジア経済史に関する文献輪読(9) 

11. アジア経済史に関する文献輪読(10) 

12. アジア経済史に関する文献輪読(11) 

13. アジア経済史に関する文献輪読(12) 

14. アジア経済史に関する文献輪読(13) 

 

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

課題文献を精読し、論点をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(50%)/研究報告(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画に変更がある場合は授業中にお知らせします。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC134／西洋史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Western History 5A) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA213「欧州経済史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ経済史に関する知識を獲得し，ヨーロッパ経済の構造について考察できるようになる。それに基づき，経済史研究にお

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ経済はどのような特徴をもち，どのように機能しているのか。本授業ではそれを歴史的視点から学ぶ。専門文献の精読

を基に解説と議論を行う。受講者の関心に沿いながら，できる限り幅広い時代と地域を対象としたい。受講者は文献の論点をまと

めたレジュメを用意し，報告や議論に積極的に参加することが期待される。受講者各自の関心に基づいた自由発表も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

3. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

4. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

5. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

6. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

7. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

8. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

9. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

10. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

11. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準備を計画的に進

めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC135／西洋史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Western History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
菊池 雄太(KIKUCHI YUTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA214「欧州経済史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ヨーロッパ経済史に関する知識を獲得し，ヨーロッパ経済の構造について考察できるようになる。それに基づき，経済史研究にお

ける問題の所在や議論の枠組みを理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ヨーロッパ経済はどのような特徴をもち，どのように機能しているのか。本授業ではそれを歴史的視点から学ぶ。専門文献の精読

を基に解説と議論を行う。受講者の関心に沿いながら，できる限り幅広い時代と地域を対象としたい。受講者は文献の論点をまと

めたレジュメを用意し，報告や議論に積極的に参加することが期待される。受講者各自の関心に基づいた自由発表も行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

3. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

4. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

5. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

6. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

7. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

8. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

9. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

10. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

11. ヨーロッパ経済史に関する文献輪読と議論 

12. 受講者による自由発表と議論 

13. 受講者による自由発表と議論 

14. 総括 

 

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

輪読文献は事前に指示あるいは配布する。それを授業前までに精読し，論点をまとめてくること。自由発表の準備を計画的に進

めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加（事前準備・議論への参加）(80%)/発表(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

とくに指定しない。輪読文献は授業中に適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC141／日本史特殊研究 １Ａ 

(Studies in Japanese History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本古代史史料輪読（1） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

御堂関白記（陽明叢書）を輪読しながら，古代東アジアの服飾・宗教等についての理解を深める。なお、参加者の要望があれば、

輪読史料を変更することもあります。 

 

授業の内容（Course Contents） 

御堂関白記の輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長和元年正月 29 日条（1） 

2. 長和元年正月 29 日条（2） 

3. 長和元年正月 29 日条（3） 

4. 長和元年正月 30 日条 

5. 長和元年 2 月 1 日条 

6. 長和元年 2 月 3 日条 

7. 長和元年 2 月 5 日条 

8. 長和元年 2 月 6 日条 

9. 長和元年 2 月 7 日条 

10. 長和元年 2 月 8 日条 

11. 長和元年 2 月 10 日条 

12. 長和元年 2 月 11 日条 

13. 長和元年 2 月 12 日条 

14. 長和元年 2 月 13 日条 

 

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

報告前日までに発表要旨を作成し、電子データで配布すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『御堂関白記』（陽明叢書）写真版 

 

参考文献（Readings） 

1. 倉本一宏、2017、『現代語訳 小右記 5』、吉川弘文館 (ISBN:9784642018203) 

2. 山中裕、2003、『御堂関白記全註釈』、思文閣 (ISBN:4784211586) 

東京大学史料編纂所データベース 

http://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/ships/shipscontroller 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC142／日本史特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
古代史史料輪読（2） 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

御堂関白記（陽明叢書）を輪読しながら，古代東アジアの服飾・宗教等についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『御堂関白記』輪読。参加者に研究発表をしていただくことがありますので，授業内容は変更になることがあります。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 長和元年 2 月 14 日条 

2. 長和元年 2 月 15 日条 

3. 長和元年 2 月 16 日条 

4. 長和元年 2 月 17 日条 

5. 長和元年 2 月 18 日条 

6. 長和元年 2 月 19/20 日条 

7. 長和元年 2 月 21/22/23 日条 

8. 長和元年 2 月 24/25 日条 

9. 長和元年 2 月 26 日条 

10. 長和元年 2 月 27 日条 

11. 長和元年 2 月 28/29 日条 

12. 長和元年 3 月 1 日条 

13. 長和元年 3 月 2 日条 

14. 長和元年 3 月 3 日条 

 

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

発表の前日までに報告要旨を作成すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(60%)/コメント(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『御堂関白記』（陽明叢書）写真版 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 43 - 

■JC143 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC143／日本史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
荘園制支配の史料論的研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  日本中世の土地制度である荘園制の基本的な構造を理解し、文書を中心とする荘園史料の実態について知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  荘園制にもとづき地域社会の編成・支配を日本中世社会の都市・農村関係および生業活動の視点からとらえ、その史料の内

容とともに形態や伝来のあり方をも具体例に即して検討する。とくに荘園領主側の史料だけでなく、荘園現地に残された多様な史

資料を重視する。原本史料の見学も組み込む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 中世荘園の成立① 

文書 

3. 中世荘園の成立② 

文書と記録 

4. 中世荘園の成立③ 

絵図と文書 

5. 荘園支配の形式と実態① 

6. 荘園支配の形式と実態② 

7. 生業活動と負担① 

8. 生業活動と負担② 

9. 開発・再開発の展開① 

10. 開発・再開発の展開② 

11. 荘園の現地支配① 

出土資料（木簡など） 

12. 荘園の現地支配② 

文書 

13. 荘園の現地支配③ 

帳簿 

14. まとめ 

 

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

  授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

  史料を載せたコピー・プリントを配布するので、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

  授業の進捗にあわせて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC144／日本史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
荘園制支配の史料論的研究 

担当者名 

（Instructor） 
高橋 一樹(TAKAHASHI KAZUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  日本中世の土地制度である荘園制の基本的な構造を理解し、文書を中心とする荘園史料の実態について知識を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  荘園制にもとづき地域社会の編成・支配を日本中世社会の都市・農村関係および生業活動の視点からとらえ、その史料の内

容とともに形態や伝来のあり方をも具体例に即して検討する。とくに荘園領主側の史料だけでなく、荘園現地に残された多様な史

資料を重視する。原本史料の見学も組み込む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 荘園支配の変容① 

文書 

3. 荘園支配の変容② 

文書と記録 

4. 荘園支配の変容③ 

絵図と文書 

5. 地下文書の形成① 

6. 地下文書の形成② 

7. 生業活動の多様化と村落① 

8. 生業活動の多様化と村落② 

9. 耕地開発の実態① 

10. 耕地開発の実態② 

11. 荘園制の消滅① 

文書 

12. 荘園制の消滅② 

帳簿 

13. 荘園制の消滅③ 

記録 

14. まとめ 

 

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

  授業時間外の学習に関する指示は、必要に応じて適宜行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業参加度(30%)/コメントペーパー(30%)/最終レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

  史料を載せたコピー・プリントを配布するので、テキストは使用しない。 

 

参考文献（Readings） 

  授業の進捗にあわせて、適宜紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC145 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC145／日本史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese History 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する研究論文、および近世史料（活字史料）の読解力を向上し、近世史についての理解を深めることを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の状況によって、史料の輪読とするか、論文の輪読とするか、あるいはその両者の組み合わせとするか考える。論文を理

解するためにも、史料が読めることは必須であるので、史料読解を重視していきたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読（１） 

3. 史料もしくは論文の輪読（２） 

4. 史料もしくは論文の輪読（３） 

5. 史料もしくは論文の輪読（４） 

6. 史料もしくは論文の輪読（５） 

7. 史料もしくは論文の輪読（６） 

8. 史料もしくは論文の輪読（７） 

9. 史料もしくは論文の輪読（８） 

10. 史料もしくは論文の輪読（９） 

11. 史料もしくは論文の輪読（１０） 

12. 史料もしくは論文の輪読（１１） 

13. 史料もしくは論文の輪読（１２） 

14. 史料もしくは論文の輪読（１３） 

 

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

史料および論文について、事前に検討することが求められる。とくに史料については、用語を事前に調べ、また文脈を重視して解

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度・報告内容・出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC146 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC146／日本史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese History 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近世史に関する研究論文、および近世史料（活字史料）の読解力を向上し、近世史についての理解を深めることを目標とす

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者の状況によって、史料の輪読とするか、論文の輪読とするか、あるいはその両者の組み合わせとするか考える。論文を理

解するためにも、史料が読めることは必須であるので、史料読解を重視していきたいと考えている。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 史料もしくは論文の輪読（１） 

3. 史料もしくは論文の輪読（２） 

4. 史料もしくは論文の輪読（３） 

5. 史料もしくは論文の輪読（４） 

6. 史料もしくは論文の輪読（５） 

7. 史料もしくは論文の輪読（６） 

8. 史料もしくは論文の輪読（７） 

9. 史料もしくは論文の輪読（８） 

10. 史料もしくは論文の輪読（９） 

11. 史料もしくは論文の輪読（１０） 

12. 史料もしくは論文の輪読（１１） 

13. 史料もしくは論文の輪読（１２） 

14. 史料もしくは論文の輪読（１３） 

 

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

史料および論文について、事前に検討することが求められる。とくに史料については、用語を事前に調べ、また文脈を重視して解

釈し、どのようなことが読み取れるのかを正確に探り出すことが肝要となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

参加態度・報告内容・出席(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC147／日本史特殊研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese History 4A) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史，とくに女性史・ジェンダー・社会運動史・民衆史などに関する研究史・研究状況・史料について理解を深めると同時

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）日本近代史，とくに女性史・ジェンダー・社会運動史・民衆史などに関する研究成果や史料を講読し，報告者を定めて報告を

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

（２）各自の研究テーマにそくした研究報告・議論を行い，それぞれの研究の進化をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

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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■JC148 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC148／日本史特殊研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese History 4B) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本近代史，とくに女性史・ジェンダー・社会運動史・民衆史などに関する研究史・研究状況・史料について理解を深めると同時

に，各自の研究の進展をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

（１）日本近代史，とくに女性史・ジェンダー・社会運動史・民衆史などに関する研究成果や史料を講読し，報告者を定めて報告を

行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料講読に関して理解を深める。 

（２）各自の研究テーマにそくした研究報告・議論を行い，それぞれの研究の進化をはかる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講生による報告と議論 （１） 

3. 受講生による報告と議論 （２） 

4. 受講生による報告と議論 （３） 

5. 受講生による報告と議論 （４） 

6. 受講生による報告と議論 （５） 

7. 受講生による報告と議論 （６） 

8. 受講生による報告と議論 （７） 

9. 受講生による報告と議論 （８） 

10. 受講生による報告と議論 （９） 

11. 受講生による報告と議論 （10） 

12. 受講生による報告と議論 （11） 

13. 受講生による報告と議論 （12） 

14. まとめ 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/出席および議論への参加(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業の最初に受講生と相談の上，定める。 

 

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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■JC149 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC149／日本史特殊研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese History 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本現代史 

担当者名 

（Instructor） 
青木 健(AOKI TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本現代史研究に関する課題と方法を，主に史料講読の講読と研究史把握を通じて理解し，自らの研究課題の中に位置づける

ことを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史におけるミクロ歴史研究を，どのように目指すべきかという点にテーマを絞って， 主要文献や史料の講読を行う。こ

のほか，適宜，個人報告の機会を設け，修士論文作成に向けての準備を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する講読史料・文献の決定と講読手順の確認 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC150 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC150／日本史特殊研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese History 5B) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本現代史研究に関する課題と方法を，史料講読，古典的研究の講読と研究史把握を通じて理解し，自らの研究課題その中に

位置づけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本現代史研究において「公共性」論を踏まえた歴史研究を，どのように目指すべきかという点にテーマを絞って，史料と主要文

献の講読を行う。このほか，適宜，個人報告の機会を設け，修士論文作成に向けての準備を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１） 

2. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（２） 

3. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（３） 

4. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（４） 

5. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（５） 

6. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（６） 

7. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（７） 

8. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（８） 

9. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（９） 

10. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１０） 

11. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１１） 

12. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１２） 

13. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１３） 

14. 日本現代史に関する史料・文献講読とそれに関する議論（１４） 

 

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

各回該当箇所の史料・文献を予習してくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席と議論への参加度(50%)/授業での報告と授業内提出物(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC155／東洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユーラシア交流史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA221「東洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

モンゴル帝国期、宋元明代、イルハン朝期における東西ユーラシア交流史にかかわる各言語の史料読解をおこない、移動と交

流が各社会に与えた影響およびユーラシア全体の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本年は、元朝宮廷に所蔵されてやアラビア語医学書から明代初期に漢語に翻訳された『回回薬方』の読解をおこない、漢語・アラ

ビア語・ペルシア語の各面から東西ユーラシア交流の実態と、中国・イラン各地域における社会背景を考察します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：『回回薬方』とは： 史料および先行研究 

2. 導論２：元代における医学と東西ユーラシア交流 

3. 『回回薬方』巻三十：講読１  

4. 『回回薬方』巻三十：講読２ 

5. 『回回薬方』巻三十：講読３ 

6. 『回回薬方』巻三十：考察・検討１ 漢語面から 

7. 『回回薬方』巻三十：考察・検討２ アラビア語面から 

8. 『回回薬方』巻三十：考察・検討３ ペルシア語・トルコ語面から 

9. 『回回薬方』巻十二：講読１  

10. 『回回薬方』巻十二：講読２ 

11. 『回回薬方』巻十二：考察・検討１ 漢語面から 

12. 『回回薬方』巻十二：考察・検討２ アラビア語面から 

13. 『回回薬方』巻十二：考察・検討３ ペルシア語・トルコ語面から 

14. 総括 

 

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

授業にあたって『回回薬方』該当部分の読解、および、関連史料・関連研究の参照が前提となります。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・検討(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 宋峴（考釋）、2000、『回回葯方考釋』上下、中華書局 (7-101-02147) 

 

参考文献（Readings） 

1. 忽思慧、1985、『飲膳正要』、中華書局 

2. 1979、『居家必要事類全集』、中文出版社 

3. 陳元靚、1963、『事林広記』、中華書局 

 صادر دار .الطب فی القانون ..n.d .سينا ابن .4

 المصرية الکتب دار .الحکماء و االطباء طبقات .1955 .جلجل ابن .5

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC156／東洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア交流史研究 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA222「東洋史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

宋元明代における海域アジア交流史にかかわる史料読解をおこない、移動と交流が各社会に与えた影響および海域アジア全体

の構造がどのようなものであったのか理解することを目標とします。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明代の太監 鄭和の西洋（インド洋）航海に同行してその記録を残した馬歡の『瀛涯勝覧』やその関連史料・関連研究を講読し、

元明代の南海・西洋と中国・イスラーム、東南アジア諸国の関わりを考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導論１：鄭和とその時代 

2. 導論２：『瀛涯勝覧』の史料性と関連資料 

3. 史料講読：序その１ 

4. 考察：序その１ 

5. 史料講読：序その２ 

6. 考察：序その２ 

7. 史料講読：占城國（チャンパー）１ 

8. 考察：占城國（チャンパー）１ 

9. 史料講読：占城國（チャンパー）２ 

10. 考察：占城國（チャンパー）２ 

11. 史料講読：爪哇國（ジャワ）１ 

12. 考察：爪哇國（ジャワ）１ 

13. 史料講読：爪哇國（ジャワ）２ 

14. 考察：爪哇國（ジャワ）２ 

 

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

『瀛涯勝覧』講読箇所の予習・復習および関連資料の読み込みをおこなってください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解(50%)/考察・研究(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 馬歡、『瀛涯勝覧』、紀録彙編本 

2. 張昇、『瀛涯勝覧集』、紀録彙編本 

3. 費信、『星槎勝覧』、紀録彙編本 

底本以外のテキストや参考史料に関しては、授業内で指示します。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC161／東洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Asian History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本演習の進め方について説明 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC162／東洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Asian History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア史研究の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アジア史の諸問題について理解を深化させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

アジア史の諸問題について、報告・討論を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 参加者の研究テーマの報告と討論（1） 

2. 参加者の研究テーマの報告と討論（2） 

3. 参加者の研究テーマの報告と討論（3） 

4. 参加者の研究テーマの報告と討論（4） 

5. 参加者の研究テーマの報告と討論（5） 

6. 参加者の研究テーマの報告と討論（6） 

7. 参加者の研究テーマの報告と討論（7） 

8. 参加者の研究テーマの報告と討論（8） 

9. 参加者の研究テーマの報告と討論（9） 

10. 参加者の研究テーマの報告と討論（10） 

11. 参加者の研究テーマの報告と討論（11） 

12. 参加者の研究テーマの報告と討論（12） 

13. 参加者の研究テーマの報告と討論（13） 

14. 参加者の研究テーマの報告と討論（14） 

 

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

授業時間外の学習の指示は、原則として演習中に行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および受講態度(50%)/報告内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし。 

 

参考文献（Readings） 

なし。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

特になし。 

 

注意事項（Notice） 
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■JC163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC163／東洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Asian History 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム建築史に関する文献講読を行う。毎回、報告者を定めて報告を行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料

講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で講読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

超域文化学演習１Ｂへの継続受講が望ましい。 

 

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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■JC164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC164／東洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Asian History 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム建築史に関する文献講読を行う。毎回、報告者を定めて報告を行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料

講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

超域文化学演習１Ａからの継続受講が望ましい。 

 

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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■JC165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC165／東洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Asian History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。あわせて、履修者の研究テーマ

について、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海域アジア史の到達点を確認する 

2. 海域アジア史の展望を拓く 

3. 海域アジア史と史料 

4. 各自の研究構想  

5. 各自の研究構想 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 研究文献分析 

9. 研究文献分析 

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 『日本一鑑』の読解  

12. 『日本一鑑』の読解  

13. 史料リスト作成 

14. 海域世界の変容 

 

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

史料読解については、報告者以外の全員が事前に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISBN:978-4-06-274059-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上田信、2013、『シナ海域蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:978-4-06-218543-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC166／東洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Asian History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学と社会理論 

担当者名 

（Instructor） 
倉橋 圭子(KURAHASHI 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） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

歴史学と社会理論の関係性について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

P.バーグ著『歴史学と社会理論』を主なテキストとして、歴史学と社会理論の建設的な関係を探る。あわせて、履修者各自の研究

テーマの報告と理論の応用可能性について考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 履修者の研究報告 

2. 履修者の研究報告 

3. 履修者の研究報告 

4. テキストの読解 

5. テキストの読解 

6. テキストの読解 

7. テキストの読解 

8. テキストの読解 

9. テキストの読解 

10. テキストの読解  

11. テキストの読解  

12. 履修者の研究への応用 

13. 履修者の研究への応用 

14. 履修者の研究への応用 

 

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

テキスト読解については、報告者以外の全員が事前に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

テキスト読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ピーター・バーグ、2006、『歴史学と社会理論』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:4-7664-1254-0) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC173／西洋史特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋古代史セミナー１ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ラテン語，ないしギリシア語の古典文献を講読し，古典語のテキストクリティークに習熟する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

今年度は，ローマ世界における「弁論」，「修辞」に焦点を当て，なかでもギリシア語の「模擬弁論」を読む。読むべきテキストにつ

いては初回に相談する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト講読１ 

2. テキスト講読２ 

3. テキスト講読３ 

4. テキスト講読４ 

5. テキスト講読５ 

6. テキスト講読６ 

7. テキスト講読７ 

8. テキスト講読８ 

9. テキスト講読９ 

10. テキスト講読 10 

11. テキスト講読 11 

12. テキスト講読 12 

13. テキスト講読 13 

14. テキスト講読 14 

 

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

テキストをあらかじめ一頁以上読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

初回に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

初回に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC174／西洋史特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋古代史セミナー２ 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古代地中海世界の修辞学文献を講読し，当時の文化・教育についての知見を深めるとともに，正確な西洋古典語の知識を養成

する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギリシア語・ラテン語の演示弁論を講読していく。参加者が準備した訳文をもとにしながら，それをめぐる質疑応答を通じて，テキ

ストに関する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. テキスト講読１ 

2. テキスト講読２ 

3. テキスト講読３ 

4. テキスト講読４ 

5. テキスト講読５ 

6. テキスト講読６ 

7. テキスト講読７ 

8. テキスト講読８ 

9. テキスト講読９ 

10. テキスト講読 10 

11. テキスト講読 11 

12. テキスト講読 12 

13. テキスト講読 13 

14. テキスト講読 14 

 

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

テキストをあらかじめ一頁以上読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業中にプリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

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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■JC175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC175／西洋史特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
史学史・史学理論 

担当者名 

（Instructor） 
石井 規衛(ISHII NORIE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA223「西洋史特論１」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 史学史は、個々の専門分野の学説史と必ずしも同じではない。歴史学全般をひろく見渡して歴史学の動向を研究する知的営み

である。史学史を学ぶことにより、各自の研究の現在的位置を確認し、反省すること。歴史学も厳密な方法意識に立脚することに

よって成立する学問であり、単なる物語りではない。近年の歴史理論について学習し、歴史研究の実践で不断に生かすことは肝

要である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年は、史学史・史学理論ブームともいえるほど、多くの書物や論文が刊行されており、 

その講読と討議を中心にゼミを進め、時に、教員が，講義形式で報告し、議論をおこなう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの説明と進め方の調整。 

2. 文献講読の報告と討議（１） 

3. 文献講読の報告と討議（２） 

4. 文献講読の報告と討議（３） 

5. 文献講読の報告と討議（４） 

6. 文献講読の報告と討議（５） 

7. 文献講読の報告と討議（６） 

8. 文献講読の報告と討議（７） 

9. 文献講読の報告と討議（８） 

10. 文献講読の報告と討議（９） 

11. 文献講読の報告と討議（１０） 

12. 文献講読の報告と討議（１１） 

13. 文献講読の報告と討議（１２） 

14. まとめ 

 

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

必要な場合に、指定された文献をよみ、A4 用紙１枚以内で，考えることを書き提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議の参加度(50%)/課題の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. マーク・マゾワー、『暗黒の大陸』、未来社 

2. マーガレット・メール、『歴史と国家』、東京大学出版会 

3. 土肥恒之、『西洋史学の先駆者たち』、山川出版社 

テキストについては初回授業時に詳細を案内する。列挙した文献は，一例であり、ゼミに参加するゼミ生によって，別のテキストを

選択することもある。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC176／西洋史特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Western History 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
石井 規衛(ISHII NORIE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
KA224「西洋史特論２」との併置科目 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史や史学理論に関する研究でも、個別研究には優れた方法意識に貫かれた作品がある。 

秋学期は、そうした優れた個々の作品を講読し議論を重ねて、方法意識を読み解くことを学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

方法、理論などを強く意識した優れた作品を講読し、討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ゼミの進め方と調整。 

2. 文献講読の報告と討議（1） 

3. 文献講読の報告と討議（2） 

4. 文献講読の報告と討議（3） 

5. 文献講読の報告と討議（4） 

6. 文献講読の報告と討議（5） 

7. 文献講読の報告と討議（6） 

8. 文献講読の報告と討議（7） 

9. 文献講読の報告と討議（8） 

10. 文献講読の報告と討議（9） 

11. 文献講読の報告と討議（10） 

12. 文献講読の報告と討議（11） 

13. 文献講読の報告と討議（12） 

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） 

必要な場合に、指定された文献をよみ、A4 用紙１枚以内で，考えることを書き提出すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

討議の参加度(50%)/課題の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. E.H.カー、『歴史とは何か』、岩波新書 

2. 小澤実編、『近代日本の偽史言説―歴史語りのインテレクチュアル・ヒストリー』、勉誠出版 

3. 福井憲彦、『歴史学入門』、岩波書店 

4. ヘイドン・ホワイト、『メタヒストリー』、作品社 

列挙した文献は，一例であり、ゼミに参加するゼミ生によって，別のテキストを選択することもある。 

 

参考文献（Readings） 

ゼミが始まってから補充する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC181／西洋史演習 １Ａ 

(Seminar in Western History 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、近代史の研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト購読を中心に検討をすすめる。履修者の論文執筆を射程に、履修者に個人報告の機会を与える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 個人研究報告（1） 

6. 演習（4） 

7. 演習（5） 

8. 演習（6） 

9. 個人研究報告（2） 

10. 演習（7） 

11. 演習（8） 

12. 演習（9） 

13. 演習（10） 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC182／西洋史演習 １Ｂ 

(Seminar in Western History 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アメリカ合衆国史・近代史演習 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アメリカ合衆国史を中心に、近代史の研究動向を批判的に整理・検討できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

テクスト購読を中心に検討をすすめる。履修者の論文執筆を射程に、履修者の個人報告を随時求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（1） 

3. 演習（2） 

4. 演習（3） 

5. 個人研究報告（1） 

6. 演習（4） 

7. 演習（5） 

8. 演習（6） 

9. 個人研究報告（2） 

10. 演習（7） 

11. 演習（8） 

12. 演習（9） 

13. 演習（10） 

14. 最終討議 

 

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

文献・史料を事前に検討すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参画・貢献(60%)/個人報告(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

講義時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

講義時に案内する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC183／西洋史演習 ２Ａ 

(Seminar in Western History 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
梶原 洋一(KAJIWARA YOICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世史料テクスト（ラテン語）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋中世史料の読解をすすめるとともに、参加者による研究報告も適宜行う。読解対象テクストは、出席者と相談して決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC184／西洋史演習 ２Ｂ 

(Seminar in Western History 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
西洋中世史料研究 

担当者名 

（Instructor） 
梶原 洋一(KAJIWARA YOICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋中世史料テクスト（ラテン語）を、そのコンテクストに注意を払いつつ、読解できるようになることを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西洋中世史料の読解をすすめるとともに、参加者による研究報告も適宜行う。読解対象テクストは、出席者と相談して決定する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

ラテン語の初等文法は終えておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習内発表(60%)/随時レポート(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC185／西洋史演習 ３Ａ 

(Seminar in Western History 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代イギリス史演習 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス近現代史を中心に，西洋史研究に有益な情報を参加者間で共有する。問題発見，見解の提示，論文構成，討論などの

研究能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，毎回参加者のうちの一人に，各自の問題関心に即した研究報告をしてもらい，その内容について批判的に検討す

る。授業担当者を含めた参加者全員による討論を通じて，報告者が提示する研究の意義と問題点を明らかにし，当該研究のさら

なる発展の可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者と，とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告１  

3. 個別報告２ 

4. 個別報告３ 

5. 個別報告４ 

6. 個別報告５ 

7. 個別報告６ 

8. 個別報告７ 

9. 個別報告８ 

10. 個別報告９ 

11. 個別報告１０ 

12. 個別報告１１ 

13. 個別報告１２ 

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

本科目関係のメーリングリストと Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当者として行った個別報告の内容(50%)/毎回の討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC186 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC186／西洋史演習 ３Ｂ 

(Seminar in Western History 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近現代イギリス史演習（２） 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イギリス近現代史を中心に，西洋史研究に有益な情報を参加者間で共有する。問題発見，見解の提示，論文構成，討論などの

研究能力を高める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

原則として，毎回参加者のうちの一人に，各自の問題関心に即した研究報告をしてもらい，その内容について批判的に検討す

る。授業担当者を含めた参加者全員による討論を通じて，報告者が提示する研究の意義と問題点を明らかにし，当該研究のさら

なる発展の可能性を探る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入：各回の報告者と，とりあげるテーマを決定する。 

2. 個別報告１  

3. 個別報告２ 

4. 個別報告３ 

5. 個別報告４ 

6. 個別報告５ 

7. 個別報告６ 

8. 個別報告７ 

9. 個別報告８ 

10. 個別報告９ 

11. 個別報告１０ 

12. 個別報告１１ 

13. 個別報告１２ 

14. まとめ：学期中の成果のふりかえりを行う。 

 

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

本科目関係のメーリングリストと Blackboardを通じて履修者に対して準備学習の指示を行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告担当者として行った個別報告の内容(50%)/毎回の討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JC191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC191／史学史 Ａ 

(Historiography A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作の精読を通じて、大学院で研究の端緒についた大学院生に対

し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己の歴史研究の史学史上の位置付けに対し

より自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講生との対話や討論を通じ、幅広い視野から

「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。春学期のテーマとしては「中世・近世ヨーロッパの文化と社会」を予定して

いるが、具体的に扱う教材については受講者と相談の上で決定したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. C. ギンズブルク、1984、『チーズとうじ虫―16 世紀の一粉挽屋の世界像』、みすず書房 (ISBN:978-4622011965) 

2. R. W. スクリブナー／C. スコット・ディクスン、2009、『ドイツ宗教改革』、岩波書店 (ISBN:978-4000272032) 

3. A. ペティグリー、2017、『印刷という革命(新装版):ルネサンスの本と日常生活』、白水社 (ISBN:978-4560095874) 

4. P. バーク、2009、『近世ヨーロッパの言語と社会―印刷の発明からフランス革命まで』、岩波書店 (ISBN:978-4000225731) 

上のリストは暫定テーマに沿ったもので、初回での受講者の相談に応じて変更する可能性があります。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JC192／史学史 Ｂ 

(Historiography B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
歴史学の古典を読む 

担当者名 

（Instructor） 
成川 岳大(NARIKAWA TAKAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS5500 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

史学史中の重要なテーマに関する古典と最新の双方の文献に目を通すことで、歴史理論と史料解釈の方法論の基礎固めを行

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き、本授業では、現在の歴史学の基本となっている古典、基礎的著作の精読を通じて、大学院で研究の端緒に

ついた大学院生に対し、自らのよってたつ「歴史学」という学問そのものに対する理解を深めてもらい、自己の歴史研究の史学史

上の位置付けに対しより自覚的になってもらうことを念頭に置いている。また、狭義の専門とは異なる受講生との対話や討論を通

じ、幅広い視野から「歴史学」という学問を見る視座を身に付けてもらえれば幸いである。 

 具体的には、学期ごとにある一定のテーマに沿った古典、あるいは最新の著作の何点かに目を通し、担当者がレジュメを作成

してそれに対して討論を行う形式で進める予定である。秋学期のテーマとしては「ネイションとナショナリズム」を予定しているが、

テーマや課題図書については受講生と相談の上で初回に決定を行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：教材の選定 

2. 講読① 

3. 講読② 

4. 講読③ 

5. 講読④ 

6. 講読⑤ 

7. 講読⑥ 

8. 講読⑦ 

9. 講読⑧ 

10. 講読⑨ 

11. 講読⑩ 

12. 講読⑪ 

13. 講読⑫ 

14. 総括 

 

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

各週で扱う教材の該当部分に予め目を通してきてもらうことが、参加する上での前提となる。あわせて、レジュメ作成の担当となっ

た週にはレジュメの準備を担当者は行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成と討論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者とイントロダクションで相談の上、具体的に決定する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 塩川伸明、2008、『民族とネイション―ナショナリズムという難問』、岩波新書 (ISBN:978-4004311560) 

2. B. アンダーソン、2007、『定本 想像の共同体―ナショナリズムの起源と流行』、書籍工房早山 (ISBN:978-4904701089) 

3. E. ホブズボウム／T. レンジャー（編）、1992、『創られた伝統』、紀伊国屋書店 (ISBN:978-4314005722) 

4. P. ギアリ、2008、『ネイションという神話―ヨーロッパ諸国家の中世的起源』、白水社 (ISBN:978-4560026328) 

挙げたものは暫定的なテーマに沿った古典の例であり、受講者との相談の上で変更の可能性がある。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JC701 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

上田 信(UEDA MAKOTO) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

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） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（AC701） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けてテーマ設定の仕方や研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年生はテーマ設定についての研究報告を、2 年生以上はすでに設定されたテーマに関する研究報告をそれぞれ行い、各コース

の教員や出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める（下記の授業計

画には１４回すべて行うように書かれていますが、その通りには行いません）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(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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■JC702 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

自動登録／修士論文指導演習 

(MA Thesis Seminar) 

担当者名 

（Instructor） 

小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

浦野 聡(URANO SATOSHI) 

高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

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） 
HIS6510 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
2014 年度以前入学者は科目コード登録すること（AC702） 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文作成に向けて研究の進め方について理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

1 年生はすでに設定されたテーマに関する研究報告を、2 年生以上は修士論文の構想発表をそれぞれ行い、各コースの教員や

出席者と質疑応答を交わした後、指導を受ける。発表は、各自一回ずつで、いつ行うかは初回に決める（下記の授業計画には１

４回すべて行うように書かれていますが、その通りには行いません）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究発表１ 

2. 研究発表２ 

3. 研究発表３ 

4. 研究発表４ 

5. 研究発表５ 

6. 研究発表６ 

7. 研究発表７ 

8. 研究発表８ 

9. 研究発表９ 

10. 研究発表１０ 

11. 研究発表１１ 

12. 研究発表１２ 

13. 研究発表１３ 

14. 研究発表１４ 

 

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

あらかじめレジュメを用意して発表に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業態度(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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■JD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD151／地域社会研究方法論 Ａ 

(Method of Area Studies A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  地域研究をおこなう際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生か

すかを具体的に検討する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  授業では、履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表をおこなう。複数の関連教員と専攻の大学院生全

員が常に出席して、コメントと討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものになるよう、発表者は資料の提示

や論旨の組み立て、研究の位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。 

  履修者の発表の順番は、大学院の新入生の学部での卒論紹介、本年度修士論文執筆予定者のスケジュール、フィールドワー

クの予定、所属学会の研究大会の日程などを勘案して定める。初回の授業時に学期（一部は年間）の発表予定を決めるので、か

ならず出席すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １  初回は新入大学院生による 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

  事前に担当教員と打ち合わせをしておくことが望まれる 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(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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■JD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD152／地域社会研究方法論 Ｂ 

(Method of Area Studies B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
合同ゼミナール 

担当者名 

（Instructor） 

野中 健一(NONAKA KENICHI) 

丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS6610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地域研究を行う際の方法論を、人文地理学・文化人類学および関連する学問分野から学び、それを実際にどのように生かすかを

具体的に検討する。春学期の地域社会研究方法論 Aを履修した大学院生が継続して本授業を履修し、さらに修学を深化させ

る。したがって春学期の地域社会研究方法論 Aから継続して履修することが期待される。 

 

授業の内容（Course Contents） 

履修者がそれぞれの関心と現在の研究テーマに即して順次発表を行う。複数の関連教員と専攻の大学院生全員が常に出席し

て討議を重ねる。発表は学会や研究会での口頭発表に準ずるものとなるよう、発表者は資料の提示や論旨の組み立て、研究の

位置づけなどにおいて、それぞれ説得力を発揮することが期待されている。修士論文執筆、各種学会誌への投稿、各種研究学

会での発表に向けて、日程を調整しながら内容の高度化を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 大学院生による発表と議論  １ 

3. 大学院生による発表と議論  ２ 

4. 大学院生による発表と議論  ３ 

5. 大学院生による発表と議論  ４ 

6. 大学院生による発表と議論  ５ 

7. 大学院生による発表と議論  ６ 

8. 大学院生による発表と議論  ７ 

9. 大学院生による発表と議論  ８ 

10. 大学院生による発表と議論  ９ 

11. 大学院生による発表と議論  １０ 

12. 大学院生による発表と議論  １１ 

13. 大学院生による発表と議論  １２ 

14. 大学院生による発表と議論  １３ 

 

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

事前に指導教員と十分な打ち合わせをしておくことが望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論、発表方法・内容(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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■JD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD155／地理学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
山下 清海(YAMASHITA KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

中国および海外の華人社会を事例に，人文地理学の研究視点・方法の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本および海外各地の華人社会と中国との関係について，具体的なテーマ（例えばチャイナタウン）や地域を事例として取り上げ

探究する。担当教員のフィールドワークの体験をもとに，写真やビデオを用いながら進めていく。また受講生には，特定課題に関

する研究成果のプレゼンテーションおよびレポートの提出を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. 華人社会の見方（1） エスニック地理学 

3. 華人社会の見方（2） 華僑と華人，老華僑と新華僑 

4. 日本の華人社会（1） 横浜中華街 

5. 日本の華人社会（2） 神戸南京町，長崎新地中華街 

6. 日本の華人社会（3） 池袋チャイナタウンの形成と変容 

7. 日本の華人社会（4） 池袋チャイナタウンのエスニック・ビジネス 

8. 海外の華人社会（1） 東南アジア 

9. 海外の華人社会（2） アメリカ 

10. 海外の華人社会（3） ヨーロッパ，その他 

11. 中国の僑郷（華僑の故郷） 

12. 受講生による研究課題の発表（1） 第 1グループ 

13. 受講生による研究課題の発表（2） 第 2グループ 

14. まとめ 

 

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

テキスト，参考文献を熟読するとともに，新聞，テレビのニュースなどを見て，日頃から社会的な問題などに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/研究課題プレゼンテーション(20%)/平常点(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山下清海、2016、『新・中華街―世界各地で〈華人社会〉は変貌する』、講談社（選書メチエ 632） (ISBN:978-4-06-258635-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下清海、2011、『池袋チャイナタウン－都内最大の新華僑街の実像に迫る－』、洋泉社 

2. 山下清海、2000、『チャイナタウン－世界に広がる華人ネットワーク』、丸善 

3. 山下清海編、2014、『改革開放後の中国僑郷－在日老華僑・新華僑の出身地の変容－』、明石書店 

4. 山下清海編、2008、『エスニック・ワールド―世界と日本のエスニック社会』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://qing-hai.org （担当教員の HP） 

 

注意事項（Notice） 
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■JD156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD156／地理学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アジア・アフリカ研究 

担当者名 

（Instructor） 
山下 清海(YAMASHITA KIYOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本および海外（特にアジア）のエスニック社会を事例に，人文地理学の研究視点・方法の修得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本および海外各地（特にアジア）のエスニック社会について，担当教員のフィールドワークの体験をもとに，写真やビデオを用い

ながら進めていく。また受講生には，特定課題に関する研究成果のプレゼンテーションおよびレポートの提出を求める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス  

2. エスニック地理学の視点と方法 

3. エスニック集団の適応戦略 

4. エスニック集団の住み分け 

5. エスニック・ビジネス 

6. 日本のエスニック社会（1） 華人社会 

7. 日本のエスニック社会（2） コリア社会 

8. 日本のエスニック社会（3） その他のエスニック集団 

9. 世界のエスニック社会（1） 東南アジア 

10. 世界のエスニック社会（2） 中国 

11. 世界のエスニック社会（3） その他の地域 

12. 受講生による研究課題の発表（1） 第 1グループ 

13. 受講生による研究課題の発表（2） 第 2グループ 

14. まとめ 

 

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

テキスト，参考文献を熟読するとともに，新聞，テレビのニュースなどを見て，日頃から社会的な問題などに関心をもつこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/研究課題プレゼンテーション(20%)/平常点(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山下清海、2016、『新・中華街―世界各地で〈華人社会〉は変貌する』、講談社（選書メチエ 632） (ISBN:978-4-06-258635-1) 

 

参考文献（Readings） 

1. 山下清海、2011、『池袋チャイナタウン－都内最大の新華僑街の実像に迫る－』、洋泉社 

2. 山下清海、2000、『チャイナタウン－世界に広がる華人ネットワーク』、丸善 

3. 山下清海編、2014、『改革開放後の中国僑郷－在日老華僑・新華僑の出身地の変容－』、明石書店 

4. 山下清海編、2008、『エスニック・ワールド―世界と日本のエスニック社会』、明石書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://qing-hai.org （担当教員の HP） 

 

注意事項（Notice） 
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■JD163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD163／文化人類学特殊研究 ３Ａ 

(Studies in Cultural Anthropology 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族誌 

担当者名 

（Instructor） 
阿南 透(ANAMI TOORU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民俗学の研究から学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本民俗学は、日本文化と日本社会を研究するために有効な研究分野である。この授業では、民俗学を主専攻として学ぶか否

かにかかわらず、民俗学の研究領域と研究方法について幅広く学んでいく。具体的には、まず最初に日本民俗学会の学会誌『日

本民俗学』の研究動向号を講読し、民俗学から何を得られるかを議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講読 

3. 講読 

4. 発表 

5. 講読 

6. 講読 

7. 発表 

8. 講読 

9. 講読 

10. 発表 

11. 講読 

12. 講読 

13. 発表 

14. 授業のまとめ 

 

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

各回の指定文献を講読し、議論のための準備をきちんと行っておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(75%)/授業態度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第１回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD164／文化人類学特殊研究 ３Ｂ 

(Studies in Cultural Anthropology 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族誌 

担当者名 

（Instructor） 
阿南 透(ANAMI TOORU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5600 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

民俗学の研究から学ぶ 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本民俗学は、日本文化と日本社会を研究するために有効な研究分野である。この授業では、民俗学を主専攻として学ぶか否

かにかかわらず、民俗学の研究領域と研究方法について幅広く学んでいく。具体的には、春学期の３Ａに引き続き、日本民俗学

会の学会誌『日本民俗学』から重要論文を講読し、民俗学から何を得られるかを議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 講読 

3. 講読 

4. 発表 

5. 講読 

6. 講読 

7. 発表 

8. 講読 

9. 講読 

10. 発表 

11. 講読 

12. 講読 

13. 発表 

14. 授業のまとめ 

 

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

各回の指定文献を講読し、議論のための準備をきちんと行っておくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告内容(75%)/授業態度(25%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは第１回授業時に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD167／地域社会調査演習 Ａ 

(Regional Surveys A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

設定した地域の地理と民俗についてフィールドワークの結果をまとめて報告書に作成する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

2018 年度は、埼玉県比企郡嵐山町をとりあげる。当該地の地理的背景、生業の特色、人生儀礼、年中行事、社会組織、社会の

近年の変化とその対応、その他の項目について、分担を決めて調査を実施する。現地でのフィールドワークは春学期は８月上旬

を予定している。現地でのフィールドワークとは別に毎週の授業時に発表をおこない、現地と一般的な知識を涵養する。 

秋学期の地域社会調査演習 B と接続して履修することが期待されている 

この科目は「その他登録」なので、初回の授業時に必ず出席して履修申請をする必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 調査希望項目の調整 

3. 調査地の生業 １ 

4. 調査地の生業 ２ 

5. 調査地の人生儀礼 １ 

6. 調査地の人生儀礼 ２ 

7. 調査地の年中行事 １ 

8. 調査地の年中行事 ２ 

9. 調査地の社会組織 １ 

10. 調査地の社会組織 ２ 

11. 調査地の社会の近年の変化とその対応 １ 

12. 調査地の社会の近年の変化とその対応 ２ 

13. 報告書作成の基礎  １ 

14. 報告書作成の基礎 ２ 

 

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

毎時限の発表にそなえた準備、フィールドワーク（春学期は８月上旬に２泊３日を予定）、そのとりまとめが必要になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

フィールドワークへの取り組み、調査結果の発表とレポート、授業中の議論を総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD168／地域社会調査演習 Ｂ 

(Regional Surveys B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
国内フィールドワーク 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5630 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

4 月 17 日付 

フィールドワーク実施時期の変更 

 

授業の目標（Course Objectives） 

設定した地域の地理と民俗についてフィールドワークの結果をまとめて報告書に作成する。春学期の地域社会調査演習 A と接

続して履修し、報告書を最終的に完成させる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

埼玉県比企郡嵐山町の地理的背景、生業の特色、人生儀礼、年中行事、社会組織、社会の近年の変化とその対応、その他の

項目について、分担を決めて調査を実施する。現地でのフィールドワークは春学期は【変更前】１１月中旬【変更後】９月を予定し

ている。現地でのフィールドワークとは別に毎週の授業時に発表をおこない、現地と一般的な知識を涵養する。 

春学期の地域社会調査演習 A と接続して履修することが期待されている。 

この科目は「その他登録」なので、春学期の地域社会調査演習 Aの初回授業に出席して、地域社会調査演習 Aおよび Bの履

修申請をする必要がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 報告書作成の基礎  1 

3. 調査地の生業 ３ 

4. 調査地の生業 ４ 

5. 調査地の人生儀礼 ３ 

6. 調査地の人生儀礼 ４ 

7. 調査地の年中行事 ３ 

8. 調査地の年中行事 ４ 

9. 調査地の社会組織 ３ 

10. 調査地の社会組織 ４ 

11. 調査地の社会の近年の変化とその対応 ３ 

12. 調査地の社会の近年の変化とその対応 ４ 

13. 報告書の作成  ２ 

14. 報告書の作成  ３ 

 

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

毎時限の発表にそなえた準備、フィールドワーク、そのとりまとめが必要になる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告書の内容、フィールドワークへの取り組み、事前の調査を総合的に判断する(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD169／地理学演習 １Ａ 

(Seminar in Geography 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
加賀美 雅弘(KAGAMI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，秋学期の地理学演習 1B も併せて受講することが望ましい。 

 

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） 

各自の問題意識や興味関心に従い，文献研究を進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/全体討論での発言(30%)/授業で指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD170／地理学演習 １Ｂ 

(Seminar in Geography 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域研究論 

担当者名 

（Instructor） 
加賀美 雅弘(KAGAMI MASAHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

地理学の基礎的な理論や方法，先行研究の成果などについて，参加者の具体的な研究発表や全体討論を通じて理解力を高め

る。また，論文作成に関わる論理的・技術的手法を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の興味・関心や問題意識に即した研究発表と参加者による全体討論を通じて，フィールドワークに立脚した地理学的研究能

力や，論文執筆能力の向上を図る。なお，科目の性格上，春学期の地理学演習 1Aから引き続き受講することが望ましい。 

 

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） 

各自の問題意識や興味関心に従い，文献研究や現地調査を進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(40%)/全体討論での発言(30%)/授業で指示した提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業において適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD171／地理学演習 ２Ａ 

(Seminar in Geography 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA 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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料検索の手法を身につけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、秋学期「地理学演習２Ｂ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD172／地理学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Geography 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
地域史研究 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA 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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

主として地域研究の観点から、世界と日本の今日的課題に対する認識を深め、これを分析し、論理的に説明・記述する手法を磨

く。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の問題関心に即した報告・発表あるいは共通テキストの輪読をもとに討論。特に近代以降「植民地化」を被った社会の抱え

る諸問題を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 報告と討論 

3. 報告と討論 

4. 報告と討論 

5. 報告と討論 

6. 報告と討論 

7. 報告と討論 

8. 報告と討論 

9. 報告と討論 

10. 報告と討論 

11. 報告と討論 

12. 報告と討論 

13. 報告と討論 

14. 報告と討論 

 

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

本学図書館はもちろん他大学図書館の利用方法、資料探索の手法を身につけておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回における報告・討論の水準(51%)/授業時の提出物(49%) 

 

テキスト（Textbooks） 

受講者の関心、使用可能言語などを把握の上、追って協議、指示する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

初回授業に出席できない者は必ず担当教員まで事前に連絡のこと。事前連絡なき者の途中参加は認めない。 

科目の性格上、春学期「地理学演習２Ａ」も併せて受講することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JD173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD173／文化人類学演習 １Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  英文テキストを精読して、移民社会全般に通じる議論をおこなう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  テキストは以下を使用する(予定) 

  Cohen, J.H. & I. Sirkeci 2011 "Cultures of migration: The Global nature of contemporary mobility" 

  現今の地球レベルでの人の移動を総括的に論じたテキストである。議論に必要な部分をコピーで提供する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 移住の背景１ 

3. 移住の背景２ 

4. 移住者の数１ 

5. 移住者の数２ 

6. 現今の移動の特徴１ 

7. 現今の移動の特徴 ２ 

8. 現今の移動の特徴 ３ 

9. 移住先と故地 １ 

10. 移住先と故地 ２ 

11. 移住先と故地 ３ 

12. 開発と移動１ 

13. 開発と移動２ 

14. まとめ 

 

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

  テキストの精読と受講生のイニシアティブを期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

上記の授業の内容の項を参照。 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD174／文化人類学演習 １Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
民族文化論 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

  文化人類学演習１Aに続いた問題意識で、アフリカ→アジア、あるいはアジア→アフリカの人の移動について学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

  授業の目標に沿った研究報告書を適宜指示して、それを精読しつつ議論をすすめる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. インドネシアの場合 １ 

3. インドネシアの場合 ２ 

4. インドネシアの場合 ３ 

5. タイの場合 １ 

6. タイの場合 ２ 

7. タイの場合 ３ 

8. ベトナムの場合 １ 

9. ベトナムの場合 ２ 

10. タンザニアの場合  １ 

11. タンザニアの場合 ２ 

12. 南アフリカの場合  １ 

13. 南アフリカの場合  ２ 

14. まとめ 

 

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

使用するテキストを授業中に示すので、テキストの精読を期待する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業中の議論(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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■JD175 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD175／文化人類学演習 ２Ａ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる主要学術誌および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究の課題と展望１／文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望２／同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー１／各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー２／同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー３／同上 

6. データ収集方法の検討１／各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討２／同上 

8. データ収集方法の検討３／同上 

9. 分析方法の検討１／各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討２／同上 

11. 分析方法の検討３／同上 

12. 図表表現と説明１／各自の発表と議論 

13. 図表表現と説明２／同上 

14. 図表表現と説明３／同上 

 

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

関連分野の専門雑誌の論文を積極的に読み，専門分野の知識と研究史を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD176／文化人類学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Cultural Anthropology 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化環境論 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる主要学術誌および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 研究課題の発展と研究整理１／文献紹介と説明 

2. 研究課題の発展と研究整理２／各自の発表と議論 

3. 研究課題の発展と研究整理３／同上 

4. 関連分野の分析方法の応用１／文献紹介と説明 

5. 関連分野の分析方法の応用２／各自の発表と議論 

6. 関連分野の分析方法の応用３／同上 

7. 研究史の再構築１／文献紹介と説明 

8. 研究史の再構築２／各自の発表と議論 

9. 研究史の再構築３／同上 

10. 課題論文発表１／文献紹介と説明 

11. 課題論文発表２／各自の発表と議論 

12. 課題論文発表３／同上 

13. まとめと今後の課題１／同上 

14. まとめと今後の課題２／同上 

 

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

専門論文を多く読み自らの研究史を整理する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD177／超域文化学演習 １Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultura Studies 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム建築史に関する文献講読を行う。毎回、報告者を定めて報告を行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料

講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

授業で講読する文献は、初回授業で受講者と相談しつつ決める。 

超域文化学演習１Ｂへの継続受講が望ましい。 

 

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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■JD178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD178／超域文化学演習 １Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
建築文化論 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 イスラーム建築史に関する研究成果や史料を，整理・検討する力をつける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 イスラーム建築史に関する文献講読を行う。毎回、報告者を定めて報告を行った上で議論し，研究史と近年の研究状況，史料

講読に関して理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業の目的と進め方の説明 

2. 受講者による報告と全体討論 

3. 受講者による報告と全体討論 

4. 受講者による報告と全体討論 

5. 受講者による報告と全体討論 

6. 受講者による報告と全体討論 

7. 受講者による報告と全体討論 

8. 受講者による報告と全体討論 

9. 受講者による報告と全体討論 

10. 受講者による報告と全体討論 

11. 受講者による報告と全体討論 

12. 受講者による報告と全体討論 

13. 受講者による報告と全体討論 

14. 受講者による報告と全体討論 

 

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

文献を事前に読んで授業に臨む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告の内容(50%)/討論への参加・貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

超域文化学演習１Ａからの継続受講が望ましい。 

 

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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■JD179 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD179／超域文化学演習 ２Ａ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアのパフォーマンスで､参加者各自の興味・関心のある対象について基礎知識を得ることを目指す。資料収集、分析、報

告・発表などにより、論文作成やプレゼンテーションの訓練も行なう。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は各自の興味・関心のある対象について、関連文献や資料の収集、分析を行い、対象とするものの属性や、その背景に

ある社会や人々の生活についての考察も踏まえた報告を行う。授業は各自の報告と全体でディスカッションが中心となるが、全

員で共有できる文献資料の講読・分析・批評、及び観劇・劇評を行うといった機会も設けたい。なお、科目の性格上、秋学期の超

域文化学演習 2B も併せて受講することが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

各自の興味・関心のある対象に関連する文献資料やデータの収集、分析を進め、報告に反映すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・ディスカッションの内容(80%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JD180 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JD180／超域文化学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Interdisciplinary Cultural Studies 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸能論 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI 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） 
ICS5610 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

東アジアのパフォーマンスで､参加者各自の興味・関心のあるテーマを設け、それについて詳細に研究し、論文作成に必要な資

料・データの収集・分析などを行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

参加者は東アジアのパフォーマンスの範疇で、各自が設定したテーマに基づき、先行研究の検討、資料・データの収集、分析を

行う。各自の研究報告・発表、全体ディスカッションを通じて、各自の研究を深め、論文作成の手法を身につける。なお、科目の性

格上、春学期の超域文化学演習 2Aに引き続き受講することが望ましい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 参加者による報告とディスカッション（１） 

3. 参加者による報告とディスカッション（２） 

4. 参加者による報告とディスカッション（３） 

5. 参加者による報告とディスカッション（４） 

6. 参加者による報告とディスカッション（５） 

7. 参加者による報告とディスカッション（６） 

8. 参加者による報告とディスカッション（７） 

9. 参加者による報告とディスカッション（８） 

10. 参加者による報告とディスカッション（９） 

11. 参加者による報告とディスカッション（10） 

12. 参加者による報告とディスカッション（11） 

13. 参加者による報告とディスカッション（12） 

14. 参加者による報告とディスカッション（13） 

 

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

各自の興味・関心のある対象に関連する文献資料やデータの収集、分析を進め、先行研究は解題を作成し、報告に反映する。ま

た、必要に応じて実演の実見や実践者・関係者へのインタビュー調査など、一次資料の収集にも努めること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告・ディスカッションの内容(60%)/課題の達成度(20%)/授業の参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

参加者の研究対象に応じ、適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF102／日本教育史特殊研究 

(Studies in the Hist. of Educ. in Japan) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

1930 年代教育史における教育勅語解釈 －教育労働運動との拮抗関係を視点として

－ 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
週２時限開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正自由教育から戦時下教育にかけての教育史上の諸問題を中心としながら，現代的な課題にもなっている教育勅語の解釈

を、教育運動史との拮抗関係を視点に置くことで検証しつつ、1930 年代教育史像の再構築を目指したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

天皇制公教育の理念としての教育勅語は、たえず動揺と補強とが繰り返されつつ、国民統合理念として機能していた。一方、そ

の対置としての自由教育や教育労働運動も 1920 年代以降活発となっていく。戦時下に向う 1930 年代において、その結節点に

位置するのが「長野県教員赤化事件」と仮説的に位置づけ、教育運動への弾圧の中で教育勅語解釈がどのように再構築されて

いくのかを検証していきたい。明治維新 150 年となる今年、今日的な問題ともなっている教育勅語について、歴史的な検証を行な

いたい。 

なお、この授業は、2 時限連続の形態で行うので、参加者の希望も取り入れて柔軟に運営していきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 文献購読 1 

3. 文献購読 2 

4. 文献購読 3 

5. 文献購読 4 

6. 文献購読 5 

7. 文献購読 6 

8. 文献購読 7 

9. 文献購読 8 

10. 文献購読 9 

11. 文献購読 10 

12. 文献購読 11 

13. 文献購読 12 

14. 文献購読の総括 

15. 資料読解の課題と方法 

16. 資料読解 1 

17. 資料読解 2 

18. 資料読解 3 

19. 資料読解 4 

20. 資料読解 5 

21. 資料読解 6 

22. 資料読解 7 

23. 資料読解 8 

24. 資料読解 9 

25. 資料読解 10 

26. 資料読解 11 

27. 資料読解 12 

28. まとめと今後の課題 

 

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

購読文献の予習および授業時に配布するプリントの事前学習 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および質問や討論など授業への積極的な参加(80%)/春学期・夏学期各期末レポートの内容(20%) 
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テキスト（Textbooks） 

1. 岩波書店編集部、2017、『教育勅語と日本社会』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 寺崎・前田編、1993、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅰ』、ぎょうせい 

2. 寺崎・前田編、1994、『日本の教師 歴史の中の教師Ⅱ』、ぎょうせい 

3. 佐藤秀夫編、1994～6、『続・現代史資料８～10』、みすず書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF104／教育社会学特殊研究 

(Studies in Social Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
社会学理論研究：エスノメソドロジーと社会構築主義を中心に 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

エスノメソドロジーと社会構築主義の理論と方法の理解を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

英語文献講読を中心とし、必要に応じて日本語文献も参照しつつ理解を深めていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１） 

2. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（２） 

3. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（３） 

4. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（４） 

5. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（５） 

6. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（６） 

7. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（７） 

8. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（８） 

9. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（９） 

10. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１０） 

11. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１１） 

12. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１２） 

13. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１３） 

14. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１４） 

15. エスノメソドロジー関連の英語文献講読（１５） 

16. 社会構築主義関連の英語文献講読（１） 

17. 社会構築主義関連の英語文献講読（２） 

18. 社会構築主義関連の英語文献講読（３） 

19. 社会構築主義関連の英語文献講読（４） 

20. 社会構築主義関連の英語文献講読（５） 

21. 社会構築主義関連の英語文献講読（６） 

22. 社会構築主義関連の英語文献講読（７） 

23. 社会構築主義関連の英語文献講読（８） 

24. 社会構築主義関連の英語文献講読（９） 

25. 社会構築主義関連の英語文献講読（１０） 

26. 社会構築主義関連の英語文献講読（１１） 

27. 社会構築主義関連の英語文献講読（１２） 

28. 総括 

 

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

英語文献の日本語下訳を作り、ゼミ時に検討しつつ内容理解を深める。そして、下訳の修正版を作成し履修者全員で共有する。

その繰り返しを基本としつつ、必要に応じて、日本語文献の検討もおこなう。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(20%)/ゼミ時の課題(70%) 

 

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） 
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■JF105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF105／教育心理学特殊研究 

(Studies in Educational Psychology and Communication) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学習と発達の過程に対する社会（文化）歴史的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間の発達と学習の過程に対して、社会（文化）歴史的アプローチの立場から学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

授業は(1)受講者全員が読む学習と発達に関わる共通課題論文の議論と(2)受講者の関心に併せて自由に設定される研究検

討、データセッションから構成される。共通課題論文は事前に提示されるので受講者はそれを予め読み、議論を通して不明点の

確認と理解の深化をはかる。研究検討では受講者が関心を持つ論文を紹介したり、受講者が現在取り組んでいる調査研究につ

いて報告し、議論を行う。 

今年度共通課題として取り上げられる論文は「活動理論」、「学習科学」、「アート」に関係する文献を予定している。文献は講義内

で進行に合わせ適宜指示する。各学期毎に総括レポートを提出し、理解の確認を行う。 海外研究者を含むゲストを交えた研究

検討も随時行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 論文検討あるいは研究検討 

3. 論文検討あるいは研究検討 

4. 論文検討あるいは研究検討 

5. 論文検討あるいは研究検討 

6. 論文検討あるいは研究検討 

7. 論文検討あるいは研究検討 

8. 論文検討あるいは研究検討 

9. 論文検討あるいは研究検討 

10. 論文検討あるいは研究検討 

11. 論文検討あるいは研究検討 

12. 論文検討あるいは研究検討 

13. 論文検討あるいは研究検討 

14. 論文検討あるいは研究検討 

15. 論文検討あるいは研究検討 

16. 論文検討あるいは研究検討 

17. 論文検討あるいは研究検討 

18. 論文検討あるいは研究検討 

19. 論文検討あるいは研究検討 

20. 論文検討あるいは研究検討 

21. 論文検討あるいは研究検討 

22. 論文検討あるいは研究検討 

23. 論文検討あるいは研究検討 

24. 論文検討あるいは研究検討 

25. 論文検討あるいは研究検討 

26. 論文検討あるいは研究検討 

27. 総括討論 

28. 総括討論 

 

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

事前に検討論文の講読と研究報告準備が必要である。また、授業後には春期、秋期それぞれ授業内容を各自が総括したレポー

トの提出が求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(35%)/研究報告(30%)/論文検討活動(35%) 
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テキスト（Textbooks） 

文献は基本的に英文であることが多い。 

 

参考文献（Readings） 

1. エンゲストローム, Y.、1999、『拡張による学習』、新曜社 (ISBN:4788506890) 

2. 石黒広昭、2004、『社会文化的アプローチの実際』、北大路書房 (ISBN:4762823899) 

3. レイヴ＆ウェンガー、1993、『状況に埋め込まれた学習―正統的周辺参加』、産業図書 (ISBN:4782800843) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

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

 

注意事項（Notice） 
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■JF106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF106／教育方法特殊研究 

(Studies in Methods of Education) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育方法学がその射程とする、授業論、カリキュラム論、学力論、教育評価論などの、基本的な理論枠組みを獲得する。その上

で、それぞれの研究テーマ、問題意識を、教育方法学の理論的枠組みから照らし返すことによって、一層深めることができる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ポスト近代社会において、初等教育から高等教育にいたるまで、さまざまな能力が、経済先進諸国で共通して教育目標に掲げら

れ、評価されるようになってきた。このような「新しい能力」の登場は、OECD が実施する PISAの影響が大きい。これまでの知識

重視型とも、態度重視型とも異なる学力／能力が、現代に生きる子どもから成人に至るまですべての人間に必要とされているの

である。この「新しい能力」の内実とそれに基づいた国内外の教育改革の動向およびそのような動向に対する批判的検討を、本

研究では行いたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション：研究の進め方 

2. 文献講読・発表と議論 

3. 文献講読・発表と議論 

4. 文献講読・発表と議論 

5. 文献講読・発表と議論 

6. 文献講読・発表と議論 

7. 文献講読・発表と議論 

8. 個別テーマ発表 

9. 個別テーマ発表 

10. 個別テーマ発表 

11. 個別テーマ発表 

12. 個別テーマ発表 

13. 個別テーマ発表 

14. 個別テーマ発表 

15. 文献講読・発表と議論 

16. 文献講読・発表と議論 

17. 文献講読・発表と議論 

18. 文献講読・発表と議論 

19. 文献講読・発表と議論 

20. 文献講読・発表と議論 

21. 文献講読・発表と議論 

22. 個別テーマ発表 

23. 個別テーマ発表 

24. 個別テーマ発表 

25. 個別テーマ発表 

26. 個別テーマ発表 

27. 個別テーマ発表 

28. 総括・レポート検討会 

 

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

指定されたテキストの論文あるいは講義中に配布した資料などを毎回必ず読み、議論したい点などをもって毎回の授業に臨むこ

と 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/ゼミでの発表(30%)/ゼミでの議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で講読する文献については、受講生の専門や興味に応じてその都度配布する。 
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参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

受講者数や受講生の様子を見て、講義内容などを変更する可能性がある 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 103 - 

■JF107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF107／社会教育特殊研究 

(Studies in Adult Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
山村賢明の教育社会学を歴史化する 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学ないし教育社会学の立場から現状を分析する研究に従事する場合、狭い意味での主題に関わる最新の研究にしか目を

通さず、しかも方法意識を持つことなく研究成果の上澄みだけを摂取するのでは、学問の社会的責任を意識できず、学問の歴史

性、思想性についても無頓着になってしまう。その結果として、研究に行き詰まってしまうことも十分ありうる。そうならないために

は、現代日本社会、とりわけ現在では高度成長期の歴史的展開との接点で社会学ないし教育社会学する営みを捉え返し、自ら

の研究を歴史的に位置づける、いうなれば学問の思想史、社会史の視座を獲得することが必要不可欠である。本授業の目標は

この視座を獲得することにあり、それを通じて研究者としての主体化を図ることにある。 

 

授業の内容（Course Contents） 

門脇厚司・北澤毅編『社会化の理論ー山村賢明教育社会学論集』（世織書房、2008 年）の輪読を中心とする。山村賢明（1933〜

2002 年）は戦争の時代に少年期を過ごし、高度成長の幕開けとともに学究活動を本格的に展開する「戦後派」の世代の研究者

であり、高度成長による日本社会の変貌のなかで〈社会と教育〉を問い、論じてきた。「母性」の観念についての研究、家庭教育に

関する研究などの山村が手がけてきた研究領域は社会教育のそれに重なっている。別の言い方をすれば、山村の研究を社会教

育研究はどう受けとめてきたのか、あるいは受けとめることができなかったのかも問われている。本授業では、同世代である鹿野

政直らの民衆思想史研究や思想の科学研究会の大衆文化研究の動向とも比較対照させながら、「山村賢明の学問世界」を歴史

化し、その射程を現在において測定する。また、修士論文提出予定者を中心に個人研究発表の機会も随時持つ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献輪読 

3. 文献輪読 

4. 文献輪読 

5. 文献輪読 

6. 文献輪読 

7. 文献輪読 

8. 文献輪読 

9. 文献輪読 

10. 文献輪読 

11. 文献輪読 

12. 文献輪読 

13. 文献輪読 

14. 中間総括 

15. 文献輪読 

16. 文献輪読 

17. 文献輪読 

18. 文献輪読 

19. 文献輪読 

20. 文献輪読 

21. 文献輪読 

22. 文献輪読 

23. 個人研究発表 

24. 個人研究発表 

25. 個人研究発表 

26. 個人研究発表 

27. 個人研究発表 

28. 総括 

 

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



 - 104 - 

参加者はかならず事前学習を行ない、当日の議論に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/討論への参加(30%)/発表への取り組み(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 門脇厚司・北澤毅編、2008、『社会化の理論』―山村賢明教育社会学論集、世織書房 (ISBN:978-4902163384) 

 

参考文献（Readings） 

1. 石田雄、2013、『増補新装版 日本の社会科学』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130065016) 

2. 安丸良夫、2012、『現代日本思想論―歴史意識とイデオロギー』、岩波書店 (ISBN:978-4006002787) 

授業内で指示をする。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF110／教育学特殊研究 ３ 

(Studies in Pedagogy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教師教育研究の最前線 

担当者名 

（Instructor） 
佐久間 亜紀(SAKUMA AKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教職と教師教育に関する近年の研究動向とその成果を理解する 

 

授業の内容（Course Contents） 

 1980 年代以降、教師教育を主題とする研究が、世界各国において急速な勢いで展開されてきた。どのような研究が、なぜ、ど

のように展開してきたのかを整理したうえで、日本において教師の力量を向上させるためにどのようなことが重要なのかを議論す

る。 

 受講者の要望によって、扱う内容を変更する。初回に詳しく相談する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 教師の力量に関する研究(1)教育方法学の展開 

3. 教師の力量に関する研究(2)授業研究のパラダイム転換 

4. フィールドワーク：授業研究の実際 

5. 教師の力量に関する研究(3)学習理論の展開 

6. 教師の力量に関する研究(4)専門職研究の展開 

7. 教職論(1)教職とはどのような職業か 

8. 教職論(2)実践的指導力とは 

9. 教職論(3)省察的思考とは 

10. 教師教育論(1)日本の教師政策の史的展開 

11. 教師教育論(2)海外の教師政策の史的展開 

12. 教師教育論(3)教師教育カリキュラム研究の展開 

13. 教師教育論(4)現在の教師教育改革 

14. まとめ－国際的視野での教師教育研究 

 

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

毎回、事前に配布した文献を読んでから参加してください。毎回、発表担当者と司会者を決め、議論をおこないます。積極的な参

加を期待します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/担当回レポート(40%)/講義内での発言・参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 佐藤学、1996、『教育方法学』、岩波書店 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩川直樹、2014、『教育の方法と技術』、学文社 

2. 油布佐和子、2007、『転換期の教師』、放送大学 

3. 日本教育方法学会、2014、『教育方法学研究ハンドブック』、学文社 

4. 佐久間亜紀、2017、『アメリカ教師教育史』、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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■JF115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF115／教育学特殊研究 ４ 

(Studies in Pedagogy 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育研究の社会理論 

担当者名 

（Instructor） 
山田 哲也(YAMADA TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本講義の目的は、社会学理論に関する著作を講読することによって、(1)教育的な事象の固有性・特殊性を、(2)他の社会システ

ムないし全体社会との関連において把握することを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本講義は演習形式で進める。受講者は輪番でレポーターを担当し、指定されたテキストの要約とコメントを作成し、文献の内容と

他の受講者と共に議論したい点について報告する。その後、報告内容に関する質疑と議論を行う。なお、受講生と協議したうえで

授業計画を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：教育を対象とした研究を遂行するうえで社会学理論が果たす役割 

2. B.Bernstein の〈教育〉論を読む（1）：ペダゴジーとは何か 

3. B.Bernstein の〈教育〉論を読む（2）：権力と統制 

4. B.Bernstein の〈教育〉論を読む（3）：教授言説と規制言説 

5. B.Bernstein の〈教育〉論を読む（4）：教育装置とコードの理論 

6. P.Bourdieu の階級論と教育（1）；遺産相続者たち 

7. P.Bourdieu の階級論と教育（2）：国家貴族と学校教育 

8. P.Bourdieu の階級論と教育（3）：ベネット他『文化・階級・卓越化』から応用可能性を探る（その 1） 

9. P.Bourdieu の階級論と教育（4）：ベネット他『文化・階級・卓越化』から応用可能性を探る（その 2） 

10. P.Bourdieu の階級論と教育（5）：ベネット他『文化・階級・卓越化』から応用可能性を探る（その 3） 

11. N.Luhmann の教育システム論を読む（1）：自己社会化としての教育 

12. N.Luhmann の教育システム論を読む（2）：教育システムの「技術欠如」論・再考 

13. N.Luhmann の教育システム論を読む（3）：機能システムの分出と教育問題の複合化 

14. N.Luhmann の教育システム論を読む（4）：構造的カップリングと教育改革をめぐる諸問題 

 

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

受講者は指定されたテキストを事前に通読し、自身が分担する箇所について報告資料を作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告資料の内容(50%)/講読文献に関する理解の度合い(25%)/講読文献から得られる知見の応用力(25%) 

本講義は演習形式を取る。講読資料の作成内容、演習におけるディスカッションの内容を元に評価を行う。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. バジル・バーンスティン、2011、『〈教育〉の社会学理論（新装版）』、法政大学出版局 (ISBN:978-4588099489) 

2. ニクラス・ルーマン、2004、『社会の教育システム』、東京大学出版会 (ISBN:978-4130100984) 

3. トニー・ベネット他、2017、『文化・階級・卓越化』、青弓社 (ISBN:978-4787234254) 

4. ピエール・ブルデュー、1997、『遺産相続者たち』、藤原書店 (ISBN:978-4894340596) 

5. ピエール・ブルデュー、2012、『国家貴族 1』、藤原書店 (ISBN:978-4894348417) 

6. ピエール・ブルデュー、2012、『国家貴族 2』、藤原書店 (ISBN:978-4894348424) 

7. Bernstein.B. 2005. Theoretical Studies Towards a Sociology of Language: Volume 4. Routledge 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

講読予定文献を参考文献リストに示しているが、初回の講義で受講生と協議したうえで変更する可能性がある（そのため、事前

に購入する必要はありません） 
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注意事項（Notice） 
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■JF116 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF116／教育学特殊研究 ５ 

(Studies in Pedagogy 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
芸術的思考への認知的アプローチ 

担当者名 

（Instructor） 
池内 慈朗(IKEUCHI ITSURO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芸術作品について考察するのではなく、人間がどのように芸術や美を認知するのか、創造性の本質について新しい芸術教育理

論などから、教育一般についても考察することを目標とする。  

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の芸術的思考について、知能、美意識、進化考古学、動物行動学からの多面的アプローチにより、芸術教育、教育一般につ

いて考察する。ハーバード・プロジェクト・ゼロの理論と教育実践についても考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ハワード・ガードナーと MI理論（多重知能理論：８つの知能） 

2. ジョン・デユーイ、ネルソン・グッドマン、エリオット・アイズナー、M.チクセントミハイと美術教育 

3. ハーバード・プロジェクト・ゼロと芸術教育研究 

4. 芸術的知能、空間認識知能、博物学知能 

5. メタファーと芸術的思考 

6. 芸術の学習の転移と熟達 

7. 顔の魅力についての美意識 

8. レッジョ・エミリアの幼児教育と創造性 

9. 幼児期の表象理解（表象の理解、ミニチュア、縮小されたものへの魅力、ガチャポン、収集癖） 

10. 模写、贋作、レプリカの諸効用 

11. 障がいと ART: サヴァン症候群、難読症からアウトサイダー・アートまで 

12. ワークショップ論 

13. アートと評価:  ポートフォリオ評価とオーセンテイック・アセスメント 

14. 美意識は何に役立つのか、美意識の進化（美意識を進化論、動物行動学から考察する） 

 

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

芸術的思考、美術教育に興味、関心を強くもっている学生に受講して欲しい。指定された参考書を予習するのみでなく、授業の関

連資料などをできる限り自分なりにも収集、調査して授業にのぞんでもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/小発表（一回）(30%)/受講態度および出席(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 池内慈朗、2014、『ハーバード・プロジェクト・ゼロの芸術認知理論とその実践』、東信堂 (ISBN:978-4-7989-1217-2) 

2. スティーブン・ピンカー、2004、『人間の本性を考える (下)』、NHKブックス 

 

参考文献（Readings） 

1. ハワード ガードナー、2001、『MI:個性を生かす多重知能の理論』、新曜社 

2. エレン・ウイナー、2011、『ことばの裏に隠れているもの』、ひつじ書房 

3. S.ミズン、2005、『心の先史時代』、青土社 

4. M.チクセントミハイ、2016、『クリエイティヴィティ―フロー体験と創造性の心理学』、世界思想社 

5. ジョイ・A/パーマー、2012、『教育思想の 50 人』、青土社 (ISBN:978-4-7917-6673-4) 

6. スティーブン・ピンカー、2013、『心の仕組み(下)』、ちくま学芸文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF117 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF117／教育学演習 ３ 

(Seminar in Pedagogy 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育の歴史社会学 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文献の読解と議論を通して、歴史社会学の視点と方法により教育事象をとらえる 

 

授業の内容（Course Contents） 

毎回、教育の歴史社会学に関する文献を読み進めます。佐藤健二の『社会調査史のリテラシー』を最初の手がかりとして、その

後は、特に教育の歴史社会学研究にとって有益な視点や方法に関する文献を中心に、履修者の関心も考慮しながら文献を選定

し講読と議論を行います。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 文献講読（１） 

3. 文献講読（２） 

4. 文献講読（３） 

5. 文献講読（４） 

6. 文献講読（５） 

7. 文献講読（６） 

8. 文献講読（７） 

9. 文献講読（８） 

10. 文献講読（９） 

11. 文献講読（10） 

12. 文献講読（11） 

13. 文献講読（12） 

14. 文献講読（13） 

 

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

事前に指定文献を読み込み、分担部分についてはレジュメを作成してください。また、指定文献に関連する文献や資料を積極的

に紹介してください。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レジュメ作成を含む報告(60%)/討論への積極的参加(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 佐藤健二、2011、『社会調査史のリテラシー』、新曜社 (ISBN:978-4-7885-1219-1) 

上記以外の文献は、授業開始後に指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 110 - 

■JF118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF118／教育学演習 ４ 

(Seminar in Pedagogy 4) 

担当者名 

（Instructor） 
山名 淳(YAMANA JUN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

西洋の教育学において用いられる諸概念や問題構成を基盤として、教育や人間形成の問題を歴史的かつ体系的に論じることが

できる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本授業では、ドイツの絵本『もじゃもじゃペーター』を主な素材としつつ、教育と呼ばれる力（＝子どもの〈成長〉を支援しようとして

行使される力）に関するテキストの読解、プレゼンテーション、ディスカッション、そして感想のまとめを通じて、教育および人間形

成に関する理解を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス： 本授業の概要説明 

2. テキスト第 1 章を読む 

3. 第 1 章からの発展： 教育のメディア （ビルドゥングの理論） 

4. テキスト第 2 章を読む 

5. 第 2 章からの発展： 矯正と教育の〈あいだ〉 （規律・訓練論） 

6. テキスト第 3 章を読む 

7. 第 3 章からの発展： 自由と強制の〈あいだ〉 （「文明化の過程」論） 

8. テキスト第 4 章を読む 

9. 第 4 章からの発展： 共生と教育の〈あいだ〉 （反教育学） 

10. 第 4 章からの発展： 新教育運動を振り返る （アーキテクチャの理論） 

11. テキスト第 5 章を読む 

12. 第 5 章からの発展： 意味のアイロニー （ノンセンスの理論） 

13. 第 5 章からの発展： 未来の教育をデザインする （システム理論） 

14. 本授業を総括する 

 

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） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業におけるプレゼンテーション・ディスカッション(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 山名淳、2012、『「もじゃぺー」に〈しつけ〉を学ぶ』、東京学芸大学出版会 (ISBN:978-4901665285) 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF119 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF119／教育学特殊研究 ６ 

(Studies in Pedagogy 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
当事者研究の理論と方法 

担当者名 

（Instructor） 
熊谷 晋一郎(KUMAGAYA SHINICHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

困難に直面したときに、人は「なぜ」と問う。この、なぜ、という問いは、困難に関する説明や対処法を知ろうとする態度を表す。 

当事者研究とは、困難を抱えた障害者がその説明や対処法を専門家に丸投げするのではなく、類似した困難をもつ他者ととも

に、みずから探求しようとする実践である。2001 年に我が国で誕生した当事者研究は、はじめ、統合失調症を持つ人々の自助の

方法として注目を浴び、その後、薬物依存症、発達障害、脳性まひなどへと広がりつつある。また近年は、障害や病気といった狭

義の当事者だけでなく、家族、ホームレス、支援者など、なんらかの困りごとを抱えた多様な人々が、みずから当事者研究をはじ

めている。 

また、様々な学問領域との協働も進み、その学術的意義も注目されている。 

本授業では、研究者と研究対象が一致する特異な質的研究ともいえる当事者研究を通じて、障害を生きるということを深く理解す

ることを目的とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

先行する 2 つの当事者活動――障害者運動と自助グループ――に影響を受けつつ、当事者研究が誕生した歴史的経緯を概観

し、そこで受け継がれている理念を確認する。さらに、身体図式、自伝的記憶、真理論、リカバリーアプローチなどをキーワード

に、当事者研究の理論化を試み、理論に基づく方法について検討する。 

次に、統合失調症、自閉スペクトラム症、慢性疼痛、アディクションなど、具体的な事例に即した当事者研究を紹介し、多分野との

共同を紹介する。さらに、当事者研究が回復の概念を刷新しつつある現状についてみていく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 当事者研究の歴史と理念 

2. 当事者研究の理論①：身体図式と自伝的記憶 

3. 当事者研究の理論②：真理論の自然化と回復 

4. 当事者研究の方法 

5. 当事者研究の具体例①：統合失調症の当事者研究 

6. 当事者研究の具体例②：自閉スペクトラム症の当事者研究 

7. 当事者研究の具体例③：痛みの当事者研究 

8. 当事者研究の具体例④：アディクションの当事者研究 

9. 他分野との協働①：当事者研究と現象学 

10. 他分野との協働②：当事者研究とエスノメソドロジー/会話分析 

11. 他分野との協働③：当事者研究と実験心理学 

12. 他分野との協働④：当事者研究と工学 

13. 回復の再定義：Recovery is Discovery 

14. まとめ 

 

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

各自、自分の抱えている困りごとに関して、授業内容を参考にしながら当事者研究を進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート試験(Report Exam)(70%)/リアクションペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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授業はスライドを用いた講義形式で行う。毎回の授業の最初に、前回のリアクションペーパーのいくつかについてコメントをする。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF131 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF131／教育学特殊研究 １Ａ 

(Studies in Pedagogy 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

学校教育を再定義する―教えること・学ぶこと・生きることの根底的な問い直しを目指し

て 

担当者名 

（Instructor） 
小国 喜弘(KOKUNI YOSHIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

平成 31 年度より、教職課目において、幼稚園から高校までの免許状取得者を対象にした、障害をもつ子どもの理解が必修化さ

れる。そこで目指されているのは、障害の医学モデルによる、障害理解と、教育的対応である。本授業では、このような医学モデ

ルでは見落とされがちな、障害の社会モデルに基づく、障害理解の可能性と、教育的対応の可能性を、教育学・障害学などの文

献、さらには 1960 年代末から 70 年代にかけて展開された障害者解放運動の中で提起された教育思想とその主張などから検討

したい。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 近年、特別支援教育の対象者が増え続けている。その増加は、勉強の出来ない子を含む（教室内の）マイノリティが「医学化」現

象により周縁化される結果だという批判がある。それに対して 2016 年障害者差別解消法の施行以降、学校教育はインクルーシ

ブな空間として再編することがますます求められている。「障害者」と「健常者」が普通学校・普通学級でともに学ぶとはいかなるこ

となのか、そこにおいて、従来の教育の理念や手法はどのように問い直されることになるのだろうか。また、現状の特別支援教育

の対象児が増加する状況はどのように捉えるべきなのだろうか。 

 そのような問題関心に即して、現在展開しつつあるインクルーシブ教育政策について批判的な視座を獲得し得るようにする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 本特殊研究の目的と受講の仕方について 

2. 「学力テスト体制」による見えない排除と特別支援教育 

3. 障害って何だろう－障害の医学モデルと社会モデル 

4. 障害の社会モデルに基づく学校教育の可能性 

5. ＜歴史に学ぶ 1＞1979 年、養護学校義務化反対運動が提起していたこと 記録映像に即して 

6. ＜歴史に学ぶ 2＞1970 年代における「統合教育運動」の展開―日本臨床心理学会『戦後特殊教育―その構造と論理の批

判』に即して   

7. ＜歴史に学ぶ 3＞「知能テスト」による排除―日本臨床心理学会『心理テスト その虚構と現実』に即して   

8. ＜歴史に学ぶ 4＞社会の心理主義化と「心の教育」 

9. 「発達障害」はどのように発見されたのか 

10. 日本のインクルーシブ教育における包摂と排除  

11. ユニバーサルデザイン・学習規律による新たな排除 

12. べてるの家の実践から何を学べるか 

13. 「共に生きる」ことを問い直す 

14. まとめ：学校教育における「共生」の思想と技法を問い直す   

 

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

毎回の授業で、予め受講者全員が読んでくるべき共通文献を指定します。 

文献の共同検討を中心とし、レポーターは自らの問題関心を A４で一枚程度にまとめて１０分程度で発表します。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/質疑(30%)/コメントペーパー(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

文献はその都度配布する。  

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JF132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF132／教育学特殊研究 １Ｂ 

(Studies in Pedagogy 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
清矢 良崇(SEIYA YOSHITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

社会学における古典的な社会化理論、および、その批判に立つ新しい教育社会学の理論と実証的研究の実例となる英文文献の

読解を通して、教育社会学における社会化研究の今日的課題を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

社会学における社会化研究に関連する英書を輪読しつつ、適宜、古典的な社会化理論の文献に触れることを通して、教育社会

学における社会化理論の基礎を学ぶ。また、エスノメソドロジーや会話分析など、比較的新しい社会学の理論や、それに立脚した

実証的研究の実例となる論文等を精読し、質的調査の方法との関連を視野に入れつつ、社会化研究の今日的課題を吟味・考察

する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献の輪読と討論（１） 

3. 文献の輪読と討論（２） 

4. 文献の輪読と討論（３） 

5. 文献の輪読と討論（４） 

6. 文献の輪読と討論（５） 

7. 文献の輪読と討論（６） 

8. 文献の輪読と討論（７） 

9. 文献の輪読と討論（８） 

10. 文献の輪読と討論（９） 

11. 文献の輪読と討論（１０） 

12. 文献の輪読と討論（１１） 

13. 文献の輪読と討論（１２） 

14. 総括 

 

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

授業中の輪読の成果となる翻訳文を、授業の前後に吟味・整理しつつ、完成翻訳原稿として蓄積し、互いに共有出来るようにし

ておくこと。また、その作業を通して、各授業の精読範囲の議論を充実させるべく、各自の視点で授業内容の理解を深めておくこ

と。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

担当報告の内容(60%)/平常の授業態度(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. A. V. Cicourel, et al.. 1974. Language Use and School Performance. Academic Press 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF133／教育学特殊研究 ２Ａ 

(Studies in Pedagogy 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
質的研究の理論と実際 

担当者名 

（Instructor） 
能智 正博(NOUCHI 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教育学や教育心理学において近年注目されている質的研究法に関し、その多様な理論的基礎を概観し、より質の高い研究を行

うための土台を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、質的研究が様々な学問分野で盛んになりつつあるが、手軽に利用できる（ように見える）方法や手続きに注意が向きがち

である。しかし、その理論的基礎について十分に理解しておかないと、質的研究の皮相的な利用に終わってしまい、その可能性

を十分引き出せないままに終わる危険性がある。質的研究の起源としては、文化人類学、言語学、社会学、心理学等が含まれて

おり、決して一枚岩ではない。それぞれの分野に応じた理論的背景があるので、それを理解した上で、特定の方法や手続きを選

ぶことが望ましい。本授業では、どのような理論が質的研究を支えているのかを概観し、それぞれの理論を背景とした実証研究

の検討を行うことで、より質の高い質的研究を計画し実施するスキルを身につける。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 質的研究概説 

2. シンボリック相互作用論 

3. 解釈学 

4. エスノメソドロジー 

5. エスノグラフィー 

6. 記号論と構造主義 

7. 批判理論 

8. フェミニズム 

9. ポストモダニズム 

10. ポスト構造主義 

11. 分析の実習（１）データの読み 

12. 分析の実習（２）データのコーディング 

13. 分析の実習（３）データのカテゴリー化 

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） 

テキストは熟読してから授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表内容(30%)/議論への参加(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. P. プラサド、2018、『質的研究のための理論入門』、ナカニシヤ 

 

参考文献（Readings） 

1. S. クヴァール、2016、『質的研究のための「インター・ビュー」』、新曜社 

2. 能智正博、2011、『質的研究法』、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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■JF134 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF134／教育学特殊研究 ２Ｂ 

(Studies in Pedagogy 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
生態学的学び：社会的環境と自己に着目して 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 慎(MARUYAMA SHIN) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

生態学的心理学およびその関連領域の基礎的な内容を理解し、その理論的な含意を踏まえて、「発達」もしくは「学習」へのアプ

ローチについて検討する。とりわけ社会的な環境とのかかわりのなかで発達する自己に焦点を当て、人間の変化の基盤にあるメ

カニズムを分析する視点を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

人間の変化は「発達」もしくは「学習」と呼ばれるが、それらは私たちと私たちの周囲にある環境との相補的な関係のなかでダイナ

ミックに生じ、維持される。本授業では、特に「生態学的心理学（エコロジカル・アプローチ）」とその関連領域としての「ダイナミカ

ル・システムズ・アプローチ」といった理論的な立場に加え、近年、人間のつながりの基盤を理解する概念として提案された「コミュ

ニカティブ・ミュジカリティ」、そして当事者研究の視点を取り上げながら、発達や学習のメカニズム、とりわけ「社会的環境と自己

の発達」にアプローチしていくことの意味を検討する。これらの領域に関する重要な文献の輪講、そして実際のデータの視聴を通

して、教育場面への応用可能性を模索する。また履修者の関心や研究内容からの話題提供も歓迎し、それらを生かした授業にし

ていく予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：授業の概要と履修にあたっての説明 

2. 生態学的な視点とは（１）：概要 

3. 生態学的な視点とは（２）：発達と学習へのアプローチ 

4. 生態学的な視点とは（３）：知覚学習の本質を議論する 

5. 動的な発達を捉える理論（１）：ダイナミカル・システムズ・アプローチとは 

6. 動的な発達を捉える理論（２）：ダイナミカル・システムズ・アプローチの含意と可能性 

7. 社会的環境と自己の発達（１）：生態学的な自己 

8. 社会的環境と自己の発達（２）：社会的なエコロジーとしての養育者 

9. 社会的環境と自己の発達（３）：コミュニカティブ・ミュジカリティという視点 

10. 社会的環境と自己の発達（４）：コミュニカティブ・ミュジカリティと学び 

11. 社会的環境と自己の発達（５）：当事者研究からの示唆① 

12. 社会的環境と自己の発達（６）：当事者研究からの示唆② 

13. 事例検討：環境適応の過程として自己の変容を記述する 

14. まとめ：生態学的な学びと環境 

 

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

授業で取り上げる文献には全員が事前に目を通しておくこと。そのうえで、各回の授業で発表を担当する者とともに問題意識や

疑問を共有しながらディスカッションに参加できるように準備あるいは復習をしておくことを望みたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/ディスカッションへの参加姿勢(30%)/発言内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Malloch, S., & Trevarthen, C.. 2010. Communicative Musicality: Exploring the Basis of Human Companionship. Oxford Univ 

Press (ISBN:978-0199588725) 

2. Siegler, R, S.. 1998. Emerging Minds: The Process of Change in Children's Thinking. Oxford Univ Press (ISBN:978-

0195126631) 

3. Gibson, E. J. & Pick, A. D.. 2003. An Ecological Approach to Perceptual Learning and Development. Oxford Univ Press 

(ISBN:978-0195165494) 

4. Thelen, E. & Smith, L. B.. 1994. A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action. MIT Press 
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(ISBN:978-0262700597) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

文献や資料は授業内で適宜指示する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF135 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF135／教育学演習 １Ａ 

(Seminar in Pedagogy 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教育哲学 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「人間にとってそもそも教育とは何か」という教育哲学の根本問題について、学生による発表と文献講読を通して考察してゆきま

す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「教育とは何か」について哲学的に考察していきます。教育哲学、教育政策の原理、教育倫理、道徳教育、特別支援教育の哲学

といったテーマを扱います。基本的に受講者それぞれによる発表とディスカッションを中心に進めていきます。受講者から共同し

て文献講読を行いたい希望があった場合には、それを取り上げます。文献のリストとして「参考文献」にあげている 3 冊を用い、

そのなかで興味のある論文を取り上げます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション：講義内容と方法の説明 

2. 受講者による発表（１） 

3. 受講者による発表（２） 

4. 受講者による発表（３） 

5. 受講者による発表（４） 

6. 受講者による発表（５） 

7. 受講者による発表（６） 

8. 受講者による発表（７） 

9. 受講者による発表（８） 

10. 受講者による発表（９） 

11. 受講者による発表（１０） 

12. 受講者による発表（１１） 

13. 受講者による発表（１２） 

14. まとめとふりかえり 

 

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

発表の準備を怠らないこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

最終レポートはかならず提出すること 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストは参加者の要望で決定します。プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. Steven M. Cahn. 2009. Philosophy of Education: The Essential Texts. Routledge (ISBN:978-0415994408) 

2. Harvey Siegel. 2012. The Oxford Handbook of Philosophy of Education . Oxford (ISBN:0199915725) 

3. Randall Curren. 2006. Philosophy of Education: An Anthology . Wiley-Blackwell (ISBN:978-1405130233) 

それ以外は随時指定します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF137／教育学演習 ２Ａ 

(Seminar in Pedagogy 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
教科教育史研究 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU 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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

教科教育の歴史を，教科書，試験問題，実践者による記録等を用いて，教育史的アプローチにより分析する方法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では，日本の学校教育における教科教育史を扱った先行研究の整理・検討を文献講読の形で進めた上で，受講者ごとに

テーマを設定して資料を用いた分析を行い，各自発表を行っていく。 

扱う教科教育史は，初等教育に限らず，中等教育における教科教育史についても扱うことを予定している。また，テーマに即した

資料調査方法について紹介し，可能ならば，専門図書館の見学・利用なども行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（授業担当者による発題） 

2. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（１） 

3. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（２） 

4. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（３） 

5. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（４） 

6. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（５） 

7. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（６） 

8. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（７） 

9. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（８） 

10. 教科教育史に関する先行研究の文献講読（９） 

11. 受講者の設定したテーマでの発表（１） 

12. 受講者の設定したテーマでの発表（２） 

13. 受講者の設定したテーマでの発表（３） 

14. まとめ，ふりかえり 

 

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

先行研究の文献講読については，受講者で分担して発表を進めていくが，扱う文献については発表者以外も各自読んでおくこ

と。また自分の設定したテーマでの発表は，各自準備を進めておくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業内における発表(70%)/授業への取り組み，コメントなどにおける貢献度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

教科書は特に指定しない。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は授業の中で随時指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JF138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF138／教育学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Pedagogy 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
欧米の近代の図書館 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

欧米の図書館の歴史的基盤を理解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文献講読（Pamela Spence Richards, Wayne A. Wiegand and Marija Dalbello eds. A History of Modern librarianship: Constructing 
the Heritage of Western Cultures, Denver: Libraries Unlimited, 2015. 248p.）を通して、欧米の図書館実践の基盤に関する理解を

得る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業の概要説明 

2. 文献講読 1) 

3. 文献講読 2) 

4. 文献講読 3) 

5. 文献講読 4) 

6. 文献講読 5) 

7. 文献講読 6) 

8. 文献講読 7) 

9. 文献講読 8) 

10. 文献講読 9) 

11. 文献講読 10) 

12. 文献講読 11) 

13. 文献講読 12) 

14. まとめ 

 

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

講読の対象とする文献をはじめとして，授業の進め方については，初回の授業時に履修生と相談し，合意のうえで決定する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

英語文献講読発表(80%)/授業への積極的参加(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

授業計画を相談するので，初回授業は必ず出席のこと。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF152／比較教育学特殊研究 

(Studies in Conparative Education) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
移民と教育 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
週２時限開講 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較教育学研究の論文講読の技能習得・向上を目指すとともに，参加学生間で各人の研究テーマの共有をはかる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式での文献講読を行う。 

各回の担当学生は，文献の概要をまとめるとともに，その内容をふまえた発展調査を事前に行い，成果を授業時間に報告する。

この報告をもとに，質疑応答に続いてディスカッションを行う。 

今年度は前年度に引き続き，「人の移動」の問題を比較教育学の視点から取り上げたい。文献の候補として Filomeno V. Aguilar 

Jr.著"Maalwang Buhay"(Ateneo de Manila Univ. Press 2009) または Yen Le Espiritu 著"Home Bound"(University of California 

Press 2008) を考えている。 

担当は毎週１回ずつのローテーションを予定しているが，参加人数によって調整の可能性がある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文献講読 1 

3. 文献講読 2 

4. 文献講読 3 

5. 文献講読 4 

6. 文献講読 5 

7. 文献講読 6 

8. 文献講読 7 

9. 文献講読 8 

10. 文献講読 9 

11. 文献講読 10 

12. 文献講読 11 

13. 文献講読 12 

14. 文献講読 13 

15. 文献講読 14 

16. 文献講読 15 

17. 文献講読 16 

18. 文献講読 17 

19. 文献講読 18 

20. 文献講読 19 

21. 文献講読 20 

22. 文献講読 21 

23. 文献講読 22 

24. 文献講読 23 

25. 文献講読 24 

26. 文献講読 25 

27. 文献講読 26 

28. 総括 

 

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

全員が事前に精読する。各回の担当学生は文献の概要をまとめる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

各回の講読・討論への参加(100%) 
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テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

内容は最近の動向や研究成果などをふまえ必要に応じ変更されることがある。 

 

注意事項（Notice） 
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■JF156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JF156／教育思想史特殊研究 

(Studies in the Hist.of Educ. Thought) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

近代仏教と教育（学）をめぐる学説史研究 

――「私だけの親鸞」の思想史 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

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） 
EDU6710 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

（1）教育思想史（学説史）研究の最前線に関わることで、「研究」を体験する 

（2）学説史、概念史研究の方法論を学び、受講者各自の研究テーマに生かす 

 

授業の内容（Course Contents） 

近年、近代仏教に関する研究が飛躍的に増加し、とりわけ、比較的若手の研究者が多く著作や論文を発表している。こうした研

究に学びながら、一次資料の講読を行っていきたい。今年度は、近代以降の日本思想史を理解するためには、とりわけ「親鸞」と

「聖徳太子」が重要なキーワードとなるのでは、という仮説をもとに、京都学派の哲学者、教育学者、文芸評論家などが語る「私だ

けの親鸞（『歎異抄』」がいかなるものであったのかに、焦点を当ててみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. これまでの研究の経緯の説明 

2. 教育思想史・教育哲学領域の最新の論文講読（1） 

3. 教育思想史・教育哲学領域の最新の論文講読（2） 

4. 教育思想史・教育哲学領域の最新の論文講読（3） 

5. 西田幾多郎が語る「親鸞」（1） 

6. 西田幾多郎が語る「親鸞」（2） 

7. 西田幾多郎が語る「親鸞」（3） 

8. 三木清の『親鸞』を読む（1） 

9. 三木清の『親鸞』を読む（2） 

10. 三木清の『親鸞』を読む（3） 

11. 三木清の『親鸞』を読む（4） 

12. 三木清の『親鸞』を読む（5） 

13. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（1） 

14. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（2） 

15. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（3） 

16. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（4） 

17. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（5） 

18. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（6） 

19. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（7） 

20. 田邊元『懺悔道としての哲学』を読む（8） 

21. ペスタロッチ研究者・福島政雄の「私だけの親鸞と聖徳太子」（1） 

22. ペスタロッチ研究者・福島政雄の「私だけの親鸞と聖徳太子」（2） 

23. 下程勇吉の「私だけの親鸞」（1） 

24. 下程勇吉の「私だけの親鸞」（2） 

25. 下程勇吉の「私だけの親鸞」（3） 

26. 亀井勝一郎における聖徳太子像（1） 

27. 亀井勝一郎における聖徳太子像（2） 

28. 戦後思想における「親鸞」 

 

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

各回報告者を定め、レジュメを作成して当該箇所に関する報告を行ってもらう。 

報告者は当該の文献のまとめをし、必要に応じて他の文献にもあたり、報告を行う。そのため、予習には相応の時間がかかる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業時の報告、議論への貢献(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 
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1. 子安宣邦編、2017、『三木清遺稿「親鸞」―死と伝統について』、白澤社 (ISBN:9784768479674) 

上記は必ず購入のこと。その他はコピーを配布する予定。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は適宜授業で提示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

上記の授業計画は、京都学派の哲学者の文献から講読するようにしているが、状況に応じて順番を入れ替える可能性があるの

で、あらかじめ了解されたい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG101／日本文学演習 １Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作っ

て発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのような微妙なニュアンスの違

いを生むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（10） 

12. 担当者による発表（11） 

13. 担当者による発表（12） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG102／日本文学演習 ２Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解を深める． 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG103／日本文学演習 ３Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
藤原家隆を読む―新古今集入集歌読解（四季部） 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新古今時代を代表する歌人の一人藤原家隆の和歌（新古今集に入集した四季の歌）を読解し、彼の詠歌の特質についての理解

を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新古今集に入集した家隆の四季詠を、巻の進行に従って読解する。初回・二回目は、新古今集ならびに家隆の和歌について、四

季の歌に重点を置いた概説講義を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新古今集の和歌について 

2. 家隆の和歌について 

3. 春の歌を読み解く（その１） 

4. 春の歌を読み解く（その２） 

5. 春の歌を読み解く（その３） 

6. 春の歌を読み解く（その４） 

7. 夏の歌を読み解く（その１） 

8. 夏の歌を読み解く（その２） 

9. 秋の歌を読み解く（その１） 

10. 秋の歌を読み解く（その２） 

11. 秋の歌を読み解く（その３） 

12. 秋の歌を読み解く（その４） 

13. 冬の歌を読み解く（その１） 

14. 冬の歌を読み解く（その２） 

 

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

次の回に扱われる和歌について、自分なりの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/討議への貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG104／日本文学演習 ４Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『寛濶平家物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子の読解を通して，近世文学研究の基礎的方法を身につける。また，当時の文化や風俗についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『寛濶平家物語』を輪読形式で精読する。本書は作者未詳、宝永７年（１７１０）に刊行された好色物浮世草子で、『好色一代男』

（西鶴作）「世之介」の息子「色盛」を主人公とする。発表担当者は，本文を翻刻して語釈を施し，典拠や当時の文化風俗について

の調査を行う。西鶴浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等古典付会の方法についての検討も必要となる。

資料の博捜が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG105／日本文学演習 ５Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本神話研究―神話注釈の文学史・思想史 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 『古事記』 『日本書紀』ならびに古注釈諸本の講読を通じて，日本神話の理解を深めるとともに，各時代ごとの享受・変容・再構

築の諸相を考究する。併せて，日本文学史・思想史研究の視座と方法論の修得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 日本神話研究の一環として，本演習では『古事記』『日本書紀』神代巻をベースに，各時代につけられた（つくられた）古注釈諸

本を中心に講読する。前代の注釈をもとに新たな思想発現をくりかえす「神話」は，前近代から近現代をきりむすぶ学問環境の位

相を知る恰好の研究対象である。平安期以降，中世／近世／近代／現代の諸注釈を比較対照することで，各時代ごとに「古代」

をどのように幻視し，「神話」をどう捉えていたか，その思想史的断続性もおのずと浮き彫りになるであろう。 

 演習形式として，まずは『古事記』『日本書紀』の神話構成を確認した上で，時代横断的に古注釈（漢文化・和文化・口語化／物

語化・絵画化された古注釈）をとりあげ，平安日本紀・中世日本紀・中世神話・近世国学・近代思想の言説も射程に，主要な場面

を比較検証してゆく。併せて，写本資料を用いることにより，文献書誌学の基本と資料解読力の向上をめざしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 開講ガイダンス―研究現況・輪読方策 

2. 基礎知識の共有（１）古代～中世神話・中世日本紀（神話の文学史 I） 

3. 基礎知識の共有（２）近世国学～近代／現代（神話の文学史 II） 

4. 参加者による輪読（１） 

5. 参加者による輪読（２） 

6. 参加者による輪読（３） 

7. 参加者による輪読（４） 

8. 参加者による輪読（５） 

9. 参加者による輪読（６） 

10. 参加者による輪読（７） 

11. 参加者による輪読（８） 

12. 参加者による輪読（９） 

13. 参加者による輪読（10） 

14. 春学期の総括 

 

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

各講で輪読担当する各章段の『古事記』『日本書紀』本文および古注釈の当該箇所を読み進め，輪読レジュメを作成する。輪読

方策・レジュメ仕様はテキストごとに提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

輪読参加(40%)/出席および受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

『古事記』『日本書紀』本文を各自で用意しておく。テキストとしては，『対照神代紀記』（笠間書院）が簡便，ほかに岩波文庫版な

ど。注釈諸本はテキストごとにプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

原克昭『中世日本紀論考―註釈の思想史』（法藏館），神野志隆光編『古事記日本書紀必携』（學燈社）ほか，随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG106／日本文学演習 ６Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
大正２年の小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

大正初期、自然主義文学隆盛期後の文学作品の多様性を知り、ポスト自然主義文学の展開と背景を理解する。またそのプロセ

スを通して、文学研究のための基本的スキルの向上を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

大正２年は、近代思想社の活動の本格化、『青鞜』を中心にした「新しい女」論争、島崎藤村の渡仏、志賀直哉の列車事故など、

一見バラバラな出来事が積み重なりながら、大正期に展開する文学・思想・文化的要素が着々と準備された時期と言えよう。この

授業では、この年に発表された具体的な作品に即して、その内容の検討に加え、同時代的な評価、メディア的背景などを検討し、

それらの関係性を視野に入れることによって、この時期の文学作品の社会的位相や文学的傾向の意味を再検討する。なお、参

加者による報告は、具体的な作品をめぐる報告と、どのような作品を素材とするかの二段階とし、その過程で研究スキルの向上

を図る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 大正２年の文学概況１ 

3. 大正２年の文学概況２ 

4. 参加者による報告と討議１ 

5. 参加者による報告と討議２ 

6. 参加者による報告と討議３ 

7. 参加者による報告と討議４ 

8. 参加者による報告と討議５ 

9. 参加者による報告と討議６ 

10. 参加者による報告と討議７ 

11. 参加者による報告と討議８ 

12. 参加者による報告と討議９ 

13. 参加者による報告と討議１０ 

14. まとめ 

 

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

取り上げる作品についての主要な先行研究などにあたり、報告者の議論の妥当性を判断する準備をし、討議に参加できるように

すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/報告内容の評価(40%)/演習への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

演習で使用する作品本文については授業の中で指示する。 

 

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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■JG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG107／日本文学演習 ７Ａ 

(Seminar in Japanese Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代文学のテキストを精読する 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

４限・５限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提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. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG109／日本文学研究 １Ａ 

(Studies in Japanese Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日中戦争と文学／１９３０年代後半の日本文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1937 年の日中戦争の全面化の前後の日本文学の諸相を考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

歴史の重圧とにもかかわらずその反映だけではなく自立や離反、脱落の諸相を持つ文芸の流れについて、テクストの精読、ディ

スカッション、レポート執筆を通じで知見を深める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 基本文献購読 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 研究発表８ 

11. 研究発表９ 

12. 研究発表１０ 

13. 研究発表１１ 

14. まとめ 

 

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

テクスト読解。レポートの準備、レジュメ作成、レポート執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、ディスカッションでの発信(40%)/発表(30%)/レポート執筆(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 夢野久作、『ドグラ・マグラ』、国書刊行会 

2. 萩原朔太郎、『猫町』、岩波文庫 

3. 中野重治、『村の家』、講談社文芸文庫 

4. 伊東静雄、『わがひとに与ふる哀歌』、岩波文庫 

5. 永井荷風、『濹東綺譚』、岩波文庫 

太宰治「晩年」、谷崎潤一郎「猫と庄造と二人のをんな」、石川淳「マルスの歌」など。 

 

参考文献（Readings） 

1. 2011、『コレクション戦争×文学』、集英社 

2. 五十殿利治編、2003、『モダニズム／ナショナリズム 1930 年代日本の芸術』、せりか書房 

3. 五十殿利治編、2004、『クラシックモダン 1930 年代日本の芸術』、せりか書房 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

２０世紀のメディアについて、検閲、戦争、植民地、占領などをキーワードに共同研究を重ねている２０世紀メディア研究所の URL

です。 

http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 
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注意事項（Notice） 
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■JG110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG110／日本文学研究 ２Ａ 

(Studies in Japanese Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 ―日本文学研究のために 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 古典籍の取り扱い方の基礎（講義・演習） 

3. 書物の要素① ； 表紙（講義） 

4. 書物の要素② ； 見返し（講義・演習） 

5. 書物の要素③ ； 料紙 斐紙（講義） 

6. 書物の要素④ ； 料紙 楮紙（講義・演習） 

7. 装訂のさまざま① ； 巻子本 粘葉装 その１（講義） 

8. 装訂のさまざま② ； 巻子本 粘葉装 その２（演習） 

9. 装訂のさまざま③ ； 冊子本 列帖装 その１（講義） 

10. 装訂のさまざま④ ； 冊子本 列帖装 その２（演習） 

11. 装訂のさまざま⑤ ； 冊子本 袋綴装 その１（講義） 

12. 装訂のさまざま⑥ ； 冊子本 袋綴装 その２（演習） 

13. 装訂のさまざま⑦ ； その他の装訂  その１（講義） 

14. 装訂のさまざま⑧ ； その他の装訂  その２（講義） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 
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参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG111／日本文学研究 ３Ａ 

(Studies in Japanese Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 1 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO MARIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 徳川・五島本「源氏物語絵巻」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分析、クラス

の視点からの分析など、絵巻研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして、絵巻研究を実践する力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。春学期は、

『源氏物語』と徳川・五島本「源氏物語絵巻」を比較することで、物語と絵の差異を読み解く力を蓄える。連休中、五島美術館での

「源氏物語絵巻」見学も予定している。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、徳川・五島本「源

氏物語絵巻」を一場面ずつ鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、徳川・五島本「源氏物語絵巻」のなかからひとつ

の場面を選び、『源氏物語』と比較することで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1週

間以内に、講評を私のブログ http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内容

をさらに深めてレポートとして提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 絵巻概説 

4. 五島美術館にて「源氏物語絵巻」見学 

5. 「源氏物語絵巻」概説 

6. 「源氏物語絵巻」研究 1 

7. 「源氏物語絵巻」研究 2 

8. 「源氏物語絵巻」研究 3 

9. 「源氏物語絵巻」研究 4 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート添削、レポート提出 

 

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

 口頭発表の準備をする。 

 口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 田口榮一監修、稲本万里子・木村朗子・龍澤彩、2009 年 2 月、『すぐわかる源氏物語の絵画』、東京美術 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山光和、1964 年 3 月、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 秋山虔・田口榮一、1988 年 6月、『豪華［源氏絵］の世界 源氏物語』、学習研究社 

3. 佐野みどり、1997 年 2 月、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

4. 佐野みどり、2000 年 2 月、『じっくり見たい『源氏物語絵巻』』、小学館 

5. 新関公子監修、稲本万里子・池上英洋編著、2007年 4 月、『イメージとテキスト―美術史を学ぶための 13 章』、ブリュッケ 
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 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

 授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

 口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG112／日本文学研究 ４Ａ 

(Studies in Japanese Literature 4A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文脈を追うことで、丁寧にテクストを読解する 

担当者名 

（Instructor） 
五井 信(GOI 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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

小説テクストを、注や補注をつけるように丁寧すぎるくらいに読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

谷崎潤一郎『秘密』をテクストとする。いくつかの項目を担当者が徹底的に調べることで、テクストの読みの可能性を探る。大学図

書館や国会図書館で広く深く調査し、テクスト発表当時の文脈を追ってみたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスをかねる 

2. 『秘密』読解①（浅草について） 

3. 『秘密』読解②（浅草周辺について） 

4. 『秘密』読解③（女性の服装について） 

5. 『秘密』読解④（化粧について） 

6. 『秘密』読解⑤（活動写真について） 

7. 『秘密』読解⑥（映画館について） 

8. ここまでについての討議 

9. 『秘密』読解⑦（交通網について） 

10. 『秘密』読解⑧（建物について） 

11. 『秘密』読解⑨（浅草周辺について②） 

12. 『秘密』読解⑩（照明について） 

13. 近年の文学研究の成果について① 

14. 近年の文学研究の成果について② 

 

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

担当者は、担当項目について調べるだけではなく、そのことがテクストの読みにどのような影響を与えるかについて、も考えてほ

しい。他の参加者は、質問や意見を必ず一つは用意して授業に臨んでほしい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 谷崎潤一郎、『秘密』、新潮文庫 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

「調べる」ことの快楽を味わってほしい。ただしそこで終わるのではなく、調べたことをテクスト読解にいかすことが重要である。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 140 - 

■JG113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG113／日本文学研究 ５Ａ 

(Studies in Japanese Literature 5A) 

担当者名 

（Instructor） 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

井野 葉子(INO YOKO) 

原 克昭(HARA KATSUAKI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答 10 

12. 発表と質疑応答 11 

13. 発表と質疑応答 12 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 

 

参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 141 - 

■JG114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG114／日本文学研究 ６Ａ 

(Studies in Japanese Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング基礎 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

の、基礎的な力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちでアウトプットするためのステップを学んでいく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. 研究テーマの意義を考える①先行研究 

3. 研究テーマの意義を考える②論旨 

4. 研究テーマの意義を考える③方法論 

5. レジュメ作成について①優れたレジュメの検討 

6. レジュメ作成について②ねらい 

7. レジュメ作成について③要素 

8. レジュメ作成について④構成 

9. レポートの書き方①優れた論文の検討 

10. レポートの書き方②ねらい 

11. レポートの書き方③要素 

12. レポートの書き方④構成 

13. レジュメ・レポートの自己チェック 

14. 授業のまとめ 

 

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

参考文献を自主的に読み、自身の研究の位置づけについて、具体的に検討すること。なお、授業進行に平行して、野矢茂樹『大

人のための国語ゼミ』を精読すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(60%)/授業内提出物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 野矢茂樹、2017、『大人のための国語ゼミ』、山川出版社 (ISBN:978-4634151215) 

 

参考文献（Readings） 

1. 松本和也編、2016、『テクスト分析入門』、ひつじ書房 (ISBN:978-4894768369) 

2. 滝浦真人・草光俊雄、2017、『日本語アカデミックライティング』、放送大学教育振興会 (ISBN:978-4595317125) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG151／日本語学演習 １ 

(Seminar in the Japanese Language 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本語学研究法 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本語学の研究法について専門的な手法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講者は、日本語学に関する自らの研究課題について考察検討を加え、分担を決めて発表するとともに、その発表に対して受講

者全員で討議することになる。発表に際しては、研究の着想に至った背景、先行研究、研究目的、研究手法、現状と展望などに

ついてレジュメをまとめて、論点を提示しつつ他の受講者に分かりやすく伝えることが求められる。必要に応じて、受講者全員で

関連研究の調査分析などを行うことがある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 受講者による報告（１） 

3. 受講者による報告（２） 

4. 受講者による報告（３） 

5. 受講者による報告（４） 

6. 受講者による報告（５） 

7. 受講者による報告（６） 

8. 受講者による報告（７） 

9. 受講者による報告（８） 

10. 受講者による報告（９） 

11. 受講者による報告（１０） 

12. 受講者による報告（１１） 

13. 受講者による報告（１２） 

14. 受講者による報告（１３） 

 

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

日本語学の入門書・概説書などを熟読するとともに、関連諸分野の先行研究を広く探っておくこと。また、分からなかったことも含

めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(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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■JG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG152／日本語学研究 １Ａ 

(Studies in the Japanese Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
英華字典からみた日本近代語 

担当者名 

（Instructor） 
陳 力衛(CHEN LIWEI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

英華字典の歴史的変遷を知り、日本近代語への寄与はどの程度のものを理解すること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

なぜ中国で出された漢訳洋書や英華字典などが日本でも大いに利用されたのか、そして日本人が独自に作り上げた概念とはな

にかをたどりながら、漢字文化圏の概念流通を歴史的にとらえてさまざまな視点から日中の言語交流史を跡付けしようと考えて

いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 日蘭・蘭日辞典の編集 

2. 日蘭・蘭日辞典の利用 

3. 英和和英語彙集の誕生 

4. 英語箋へ 

5. モリソンの英華辞典 

6. メドハーストの英華辞典 

7. ロブシャイドの英華辞典 

8. ドリットルの専門語彙集 

9. 英和辞典への影響 

10. 英和辞典の充実 

11. 哲学字彙の影響 

12. ２０世紀初頭の英華辞典 

13. ２０世紀半ばの英華辞典 

14. まとめ 

 

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

19 世紀の英和辞典を一冊しること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(40%)/コメント(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 森岡健二、1991、『近代語の成立・明治期語彙編』、明治書院 

2. 沈国威、1994、『近代日中語彙交流史』、笠間書院 

3. 荒川清秀、1997、『近代日中学術用語の形、白帝社 

4. 陳力衛、2001、『和製漢語の形成とその展開』、汲古書院 

5. 宮田和子、2010、『英華辞典の総合的研究―19 世紀を中心として』、白帝社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG153／日本語学研究 ２Ａ 

(Studies in the Japanese Language 2A) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 義之(KIMURA YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の日本語辞書を資料として、当期の語彙と表記に関する研究手法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治時代に刊行された山田美妙の『日本大辞書』を対象とし、大槻文彦『言海』と比べながら内容を検討する。両者の見出し語選

択のあり方、記述の方法などは、すでに研究の蓄積があるが、辞書としての位置づけは『言海』に比べて『日本大辞書』はかなり

低く扱われている。そこで、この授業では『日本大辞書』の資料的価値を再検討して、従来の批判がたしかなものかどうかを確認

することとしたい。受講者には、担当資料の調査・分析を分担してもらい、それを受講者全員で討議する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代の日本語辞書に関する概観 

2. 『言海』の語彙と構成（１） 

3. 『言海』の語彙と構成（２） 

4. 『日本大辞書』の編纂方針（１） 

5. 『日本大辞書』の編纂方針（２） 

6. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（１） 

7. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（２） 

8. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（３） 

9. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（４） 

10. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（５） 

11. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（６） 

12. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（７） 

13. 『言海』と『日本大辞書』との見出し語を比較調査、および語義記述の方法の相違に関する分析（８） 

14. まとめ 

 

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

受講生には、広く辞書を調査し、小さな違いにも気づくように目を配ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(50%)/発表者に対する質問の内容(30%)/出席態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

諸文献のコピーによる。 

 

参考文献（Readings） 

山田忠雄『近代国語辞書の歩み―その摸倣と創意と 』（三省堂） 

沖森卓也ほか『図説日本の辞書』（おうふう） 

大槻文彦『言海』（ちくま学芸文庫） 

Ｊ・Ｃ・ヘボン『和英語林集成（第三版）』（講談社学術文庫）など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JG161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG161／日本文学演習 １Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源氏物語』を精読する 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

古注釈から現代の注釈書に至るまでの注釈の歴史を俯瞰し、さまざまな写本における本文異同にも目を配りながら、『源氏物語』

への理解を深めます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本演習では、分担箇所を決め、古注釈から現代の注釈書に至るまでの注を並べ、諸本における本文異同を載せたレジュメを作

って発表してもらいます。注釈の歴史がどのように変わってきたのか、本文のちょっとした違いがどのようなニュアンスの違いを生

むのかなど、さまざまな問題を考えます。 

 日本文学演習１Aで扱った部分の続きを読んでいきます。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス―発表の順番と分担、参考文献、レジュメの作り方など 

2. 担当者による発表（１） 

3. 担当者による発表（２） 

4. 担当者による発表（３） 

5. 担当者による発表（４） 

6. 担当者による発表（５） 

7. 担当者による発表（６） 

8. 担当者による発表（７） 

9. 担当者による発表（８） 

10. 担当者による発表（９） 

11. 担当者による発表（10） 

12. 担当者による発表（11） 

13. 担当者による発表（12） 

14. まとめ 

 

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

自分の担当する箇所についてレジュメを作成し、他の発表者の担当箇所についての予習・復習をするのはもちろんのこと、常に

平安文学への興味・関心を持って自分なりの課題をみつけて追究すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(40%)/最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

適宜紹介します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG162／日本文学演習 ２Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『曾我物語』精読 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

『曾我物語』の仮名本系本文を精読し，その特質を理解するとともに，「曾我物」と通称される周辺文芸作品との間の影響関係に

ついての理解をさらに深める． 

 

授業の内容（Course Contents） 

ていねいに注解を施しながら本文を読み進める．依拠資料・周辺資料との関係，同時代の諸文芸との相関性，幸若舞などの語り

物文芸や物語絵としての再生の様相などに目を配りつつ，『曾我物語』の文学史上の意義を照らし出していく．各自の研究テーマ

や問題関心とも共鳴させながら，本文を精読していく．春学期の内容を踏まえて展開する． 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 概説・共通課題の確認 

2. 担当者による発表と質疑応答 1 

3. 担当者による発表と質疑応答 2 

4. 担当者による発表と質疑応答 3 

5. 担当者による発表と質疑応答 4 

6. 担当者による発表と質疑応答 5 

7. 担当者による発表と質疑応答 6 

8. 担当者による発表と質疑応答 7 

9. 担当者による発表と質疑応答 8 

10. 担当者による発表と質疑応答 9 

11. 担当者による発表と質疑応答 10 

12. 担当者による発表と質疑応答 11 

13. 担当者による発表と質疑応答 12 

14. 担当者による発表と質疑応答 13，まとめ 

 

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

各回で扱う章段を下読したり，関連論文を読むなどして，自主的に基礎的知識を身につけて授業に臨むこと． 

関連論文・資料等の収集を各自で進めること． 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

底本については初回に指示する．影印・活字本として刊行されている妙本寺本（真名本）・太山寺本・古活字本等のほか，各種の

写本・版本を随時利用することになる． 

 

参考文献（Readings） 

授業の中で随時紹介する． 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG163／日本文学演習 ３Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
藤原家隆を読む―新古今集入集歌読解（恋部・雑部） 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

新古今時代を代表する歌人の一人藤原家隆の和歌（新古今集に入集した恋・雑の歌）を読解し、家隆の詠歌の特質についての

理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

新古今集に入集した家隆の恋歌・雑歌を、巻の進行に従って読解する。初回・二回目は、新古今集ならびに家隆の和歌につい

て、恋歌・雑歌に重点を置いた概説講義を行う。その後は、輪読形式で、毎回担当者と担当和歌を定めて読解していく。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 新古今集の和歌について 

2. 家隆の和歌について 

3. 恋の歌を読み解く（その１） 

4. 恋の歌を読み解く（その２） 

5. 恋の歌を読み解く（その３） 

6. 恋の歌を読み解く（その４） 

7. 恋の歌を読み解く（その５） 

8. 恋の歌を読み解く（その６） 

9. 雑の歌を読み解く（その１） 

10. 雑の歌を読み解く（その２） 

11. 雑の歌を読み解く（その３） 

12. 雑の歌を読み解く（その４） 

13. 雑の歌を読み解く（その５） 

14. 雑の歌を読み解く（その６） 

 

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

次の回に扱われる和歌について、自分なりの解釈を考えておくことが求められる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表(50%)/討議への貢献度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを使用する。 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じてその都度指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG164／日本文学演習 ４Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『寛濶平家物語』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

浮世草子の読解を通して，近世文学研究の基礎的方法を身につける。また，当時の文化や風俗についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『寛濶平家物語』を輪読形式で精読する。本書は作者未詳、宝永７年（１７１０）に刊行された好色物浮世草子で、『好色一代男』

（西鶴作）「世之介」の息子「色盛」を主人公とする。発表担当者は，本文を翻刻して語釈を施し，典拠や当時の文化風俗について

の調査を行う。西鶴浮世草子をはじめとする他作品との関係や、『平家物語』等古典付会の方法についての検討も必要となる。

資料の博捜が求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. はじめに（授業の進め方、成績評価の方法など） 

2. 演習（１） 

3. 演習（２） 

4. 演習（３） 

5. 演習（４） 

6. 演習（５） 

7. 演習（６） 

8. 演習（７） 

9. 演習（８） 

10. 演習（９） 

11. 演習（１０） 

12. 演習（１１） 

13. 演習（１２） 

14. まとめ 

 

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

授業時に指示する。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業内発表(30%)/受講態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG165／日本文学演習 ５Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

【変更後】 八幡縁起の諸相――日本神話研究 

【変更以前の記載内容】 日本神話研究―神話注釈の文学史・思想史 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰（SUZUKI AKIRA ） 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 

2018 年 7 月 26 日付変更 以下の通り変更（変更理由：担当者変更のため) 

担当者：原 克昭(HARA KATSUAKI)→鈴木 彰（SUZUKI AKIRA ） 

 

授業の目標、授業の内容、授業計画、授業期間外（予習・復習等）の学習、成績評価方

法・基準、テキスト、参考文献については本文参照 

 

授業の目標（Course Objectives） 

【変更後】 

『八幡縁起』絵巻の本文に注釈を施しながら精読することで、神話への理解を深めるとともに，各時代や地域における享受・変

容・再構築の諸相について考える。併せて，日本文学研究の視座と方法論の修得をめざす。 

 

【変更以前の記載内容】 

 『古事記』 『日本書紀』ならびに古注釈諸本の講読を通じて，日本神話の理解を深めるとともに，各時代ごとの享受・変容・再構

築の諸相を考究する。併せて，日本文学史・思想史研究の視座と方法論の修得をめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

【変更後】 

 日本神話研究の一環として，本演習では「八幡縁起」を取りあげる。八幡神の歴史的な位置について理解を深めるとともに，各

地で生成し，変容してきたその縁起言説の諸相を把握する。なお，「八幡縁起」は，対外関係のなかでしばしば活性化したことや，

早くから絵巻に仕立てられて享受され続けたことなどが知られている。本演習では，そうした歴史をもつ「八幡縁起絵巻」の本文に

詳細な注を施し，諸本の本文の揺れを踏まえながら精読していく。あわせて、本文と絵の関係についても、随時目を配る。 

 演習形式として，まずは「八幡縁起」や同絵巻について概説した上で，担当者を決めてその本文を輪読する。その際，『八幡愚

童訓』などの八幡信仰に関わるさまざまな著作・言説に視野を広げつつ、その本文の位相を検討していく。検討は写本資料を用

いることになるが，それをとおして，文献書誌学の基本と資料解読力の向上をめざす。 

 

【変更以前の記載内容】  

 日本神話研究の一環として，本演習では『古事記』『日本書紀』神代巻をベースに，各時代につけられた（つくられた）古注釈諸

本を中心に講読する。前代の注釈をもとに新たな思想発現をくりかえす「神話」は，前近代から近現代をきりむすぶ学問環境の位

相を知る恰好の研究対象である。平安期以降，中世／近世／近代／現代の諸注釈を比較対照することで，各時代ごとに「古代」

をどのように幻視し，「神話」をどう捉えていたか，その思想史的断続性もおのずと浮き彫りになるであろう。 

 演習形式として，まずは『古事記』『日本書紀』の神話構成を確認した上で，時代横断的に古注釈（漢文化・和文化・口語化／物

語化・絵画化された古注釈）をとりあげ，平安日本紀・中世日本紀・中世神話・近世国学・近代思想の言説も射程に，主要な場面

を比較検証してゆく。併せて，写本資料を用いることにより，文献書誌学の基本と資料解読力の向上をめざしたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 【変更後】概説、担当者決定 

【変更以前の記載内容】開講ガイダンス―研究現況・輪読方策 

2. 【変更後】八幡信仰、八幡縁起に関する基礎的理解の確認 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（１）古代～中世神話・中世日本紀（神話の文学史 I） 

3. 【変更後】輪読１ 

【変更以前の記載内容】基礎知識の共有（２）近世国学～近代／現代（神話の文学史 II） 

4. 【変更後】輪読２ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（１） 

5. 【変更後】輪読３ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（２） 

6. 【変更後】輪読４ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（３） 

7. 【変更後】輪読５ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（４） 

8. 【変更後】輪読６ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（５） 
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9. 【変更後】輪読７ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（６） 

10. 【変更後】輪読８ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（７） 

11. 【変更後】輪読９ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（８） 

12. 【変更後】輪読１０ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（９） 

13. 【変更後】輪読１１ 

【変更以前の記載内容】参加者による輪読（10） 

14. 【変更後】まとめ 

【変更以前の記載内容】秋学期の総括 

 

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

【変更後】 

輪読を担当する各段について，さまざまな「八幡縁起」関連記事を読み進め，輪読レジュメを作成する。 

【変更以前の記載内容】 

各講で輪読担当する各章段の『古事記』『日本書紀』本文および古注釈の当該箇所を読み進め，輪読レジュメを作成する。輪読

方策・レジュメ仕様はテキストごとに提示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(40%)/受講態度(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

【変更以前の記載内容】輪読参加（40%）、出席および受講態度（30％）、最終レポート（30％） 

 

テキスト（Textbooks） 

【変更後】 

各種写本のコピーを利用する。初回の授業の際に指示する。諸本については各自で収集することになる。 

【変更前の記載内容】 

『古事記』『日本書紀』本文を各自で用意しておく。テキストとしては，『対照神代紀記』（笠間書院）が簡便，ほかに岩波文庫版な

ど。注釈諸本はテキストごとにプリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 島田修二郎編集、1981、『天神縁起絵巻・八幡縁起・天稚彦草紙・鼠草紙・化物草子・うたたね草紙』、角川書店 

2. 石清水八幡宮社務所、1976、『縁起・託宣・告文』、石清水八幡宮社務所 

3. 中野幡能編、2002、『八幡信仰事典』、戎光祥出版 (ISBN:ISBN:4900901210) 

【変更後】 

上記の通り 

【変更前の記載内容】 

原克昭『中世日本紀論考―註釈の思想史』（法藏館），神野志隆光編『古事記日本書紀必携』（學燈社）ほか，随時紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG166／日本文学演習 ６Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
最新の物語理論を学ぼう 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学研究を進める上で利用可能な方法論的レパートリーを拡張し、文学や文化に関わる幅広い知的領域の中に自分の関心を位

置づけることをねらいとします。単に批評理論をマスターするだけでなく、そこを起点に現代の批評研究理論を横断していく思考を

期待します。 

 

授業の内容（Course Contents） 

橋本陽介『物語論 基礎と応用』（講談社選書メチエ）をテキストに、物語論の基本的な考え方と最新の研究上のトピックについて

学びます。基本的に演習形式をとり、テキストの各章について、担当する受講者の報告に基づいた議論を通して理解していきま

す。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（文学研究の理論とはどのようなものか）／授業の目的と概要、進め方について説明する。 

2. 総論：現代物語論案内①／物語理論の現在 

3. 総論：現代物語論案内②／物語理論の歴史的展開の意味 

4. 総論：現代物語論案内③／日本の文学研究と物語論 

5. 「第一章 「物語」の形態学」を読む 

6. 「第二章 物語に流れる「時間」」を読む 

7. 「第三章 物語と語り手」を読む 

8. 「第四章 日本語の言語習慣」「第五章 ノンフィクションは「物語」か」「第六章 物語論への批判」を一気に読む 

9. 「第七章 「おもしろい展開」の法則」を読む 

10. 「第八章 叙述のスピードと文体」を読む 

11. 「第九章 登場人物の内と外」を読む 

12. 「第十章 さまざまな語りの構造」を読む 

13. 「第十一章 「物語」のこれから」を読む 

14. 議論の総括／これまでの授業内容を総括し、物語理論の可能性についてまとめる。 

 

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

事前学習としては、担当者は分担した章について報告の準備をする。また、受講者は授業で扱う章をあらかじめ熟読しておき、討

論に参加できる準備をする。 

事後学習としては、授業で学んだ批評理論を実際の文学テクストに応用する実践を重ね、理論的な分析記述の経験を積むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/話題毎に提出を求める授業内レポート(40%)/授業への参加態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 橋本陽介、2017、『物語論 基礎と応用』、講談社 (ISBN:978-4-06-258650-4) 

 

参考文献（Readings） 

1. 橋本陽介、2014、『ナラトロジー入門 プロップからジュネットまでの物語論』、水声社 (ISBN:978-4-8010-0049-0) 

2. 橋本陽介、2017、『越境する小説文体』、水声社 (ISBN:978-4-8010-0272-2) 

3. 福沢将樹、2015、『ナラトロジーの言語学』、ひつじ書房 (ISBN:978-4-89476-759-1) 

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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■JG167 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG167／日本文学演習 ７Ｂ 

(Seminar in Japanese Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
近代文学のテキストを精読する 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

問題編成・注解・テキスト分析という観点からテキストを読み解き、文学研究に関する方法と知識を身につけるとともに、自らの研

究テーマに関する論文の執筆を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

５限・６限の時間を利用して演習形式の授業を行う。毎回、発表者がレジュメを用意し、１時間程度の発表を行ったあと、その内容

をめぐって２時間にわたる議論を行う。各発表者は自分の研究テーマに即したテキストを指定し、将来的には活字化することを前

提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. 発表１ 

3. 発表２ 

4. 発表３ 

5. 発表４ 

6. 発表５ 

7. 発表６ 

8. 発表７ 

9. 発表８ 

10. 発表９ 

11. 発表１０ 

12. 発表１１ 

13. 発表１２ 

14. 発表１３ 

 

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

発表のレジュメに関しては、（１）同時代評、周辺言説、作者自解、先行研究などの資料、（２）テキスト内の語彙に関する注釈、

（３）問題編成、（４）テキストの分析と考察、（５）結論、などを明確にし、議論の叩き台とする。演習の参加者はテキストを精読し、

自分の「読み」を示すことができるようにして演習に臨むこと。ゼミでは他者への敬意をはらいつつ容赦のない相互批評を展開し

てもらいたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/発表(30%)/議論への参加(30%) 

最終レポートに関しては、活字化できる水準の論文提出を求める。 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG169／日本文学研究 １Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日中戦争下の文学 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

1930 年代後半の日本文学を総合的に研究する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き、歴史の重圧と文学表現との相関と自立について作品研究を通じて考察する 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション 

2. 基本文献購読 

3. 研究発表１ 

4. 研究発表２ 

5. 研究発表３ 

6. 研究発表４ 

7. 研究発表５ 

8. 研究発表６ 

9. 研究発表７ 

10. 研究発表８ 

11. 研究発表９ 

12. 研究発表１０ 

13. 研究発表１１ 

14. まとめ 

 

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

テキスト購読。発表準備調査、レジュメ作成、レポート執筆。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席、ディスカッション等発信(40%)/発表(30%)/レポート(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀辰雄、『風立ちぬ』、新潮文庫 

2. 吉屋信子、『良人の貞操』、毎日新聞社 

3. 岡本かの子、『河明り』、講談社文芸文庫 

4. 石川達三、『蒼氓』、新潮文庫 

5. 高見順、『如何なる星の下に』、講談社文芸文庫 

川端康成「雪国」、横光利一「旅愁」、久生十蘭「地底獣国」、坂口安吾「吹雪物語」など 

 

参考文献（Readings） 

1. 永井荷風、『断腸亭日乗』 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

２０世紀のメディアについて、戦争、植民地、検閲、占領などをキーワードに学際的、国際的な共同研究を重ねている２０世紀メデ

ィア研究所のサイトです。http://www.waseda.jp/prj-m20th/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JG170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG170／日本文学研究 ２Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
書誌学入門 ―日本文学研究のために 

担当者名 

（Instructor） 
石澤 一志(ISHIZAWA KAZUSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本の古典籍（和本）に関する知識を身につけ、それを適切に取り扱えるようになること、 

古典籍（和本）から必要な情報を取得・発見し（書誌調査）、 

それを他者に対して的確に伝えられるようになること（調査研究報告）までを、目標とする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

江戸時代以前の、日本の古典籍（和本・和古書）に関する知識を習得する。 

 

モノとしての「本」は、一見したところ、何も語らない。 

しかし本当は、饒舌に様々なことを語っている。 

その声は誰にでも聞くことが出来る。また、聞こえてくる。 

けれどもそれは、その声を「聞こう」として、それに耳を澄まし、 

耳を傾ける人にしか、聞こえてこないものでもある。 

 

しかし、聞こえてくるその声に耳を澄ませ、その声に従えば、 

いままで目の前にありながら見えなかったものが、見えてくるようになる。 

 

それはモノとしての「本」がわかるようになるというだけではなく、 

そこに書かれた内容について、より深く理解出来るようになる、ということを意味する。 

 

最終的には、本とそれを今日まで伝えてきた人たちの、息づかいを感じられるところまで、深めたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 本講義のガイダンス ―書誌学とは （講義） 

2. 書物の成立 序・跋文（講義） 

3. 書物の伝来 奥書・識語 その１（講義） 

4. 書物の伝来 奥書・識語 その２（講義・演習） 

5. 図書館・文庫について① （講義） 

6. 図書館・文庫について② （演習） 

7. 図書館・文庫について③ （講義） 

8. 図書館・文庫について④ （演習） 

9. 諸本と伝本 ① （講義） 

10. 諸本と伝本 ② （演習） 

11. 諸本と伝本 ③ （講義） 

12. 諸本と伝本 ④ （演習） 

13. 古筆切と手鑑 （講義・演習） 

14. 古筆切と短冊 （講義・演習） 

 

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

出来るだけ、日本の古典籍（和本）の多くに触れてもらいたい。 

特に、博物館・美術館などの展示は、積極的に観覧してほしい。 

また、機会を見つけて、本学図書館所蔵の和本を閲覧して欲しい、 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/演習への取り組み(35%)/講義での質問等の発言(35%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 堀川貴司、2010、『書誌学入門 古典籍を見る・知る・読む』、勉誠出版 (978-4-585-200001-7) 



 - 155 - 

 

参考文献（Readings） 

講義の中で、随時紹介・指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG171／日本文学研究 ３Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
物語絵巻の研究と実践 2 

担当者名 

（Instructor） 
稲本 万里子(INAMOTO MARIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 「信貴山縁起絵巻」と「伴大納言絵巻」を題材に、文学・美術史学・歴史学を横断する研究や、ジェンダー＆セクシュアリティ分

析、クラスの視点からの分析など、絵巻研究の方法を学んだうえで、物語と絵の比較をとおして、絵巻研究を実践する力を身につ

ける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 物語の絵画化は物語の解釈でもある。物語が絵に変換されるとき、物語のどのような情景が選択され、どのように表現されてい

るのか。絵のなかでは、何が強調され、何が省略されているのか。それは、注文主のどのような意図によるものか。秋学期は、命

蓮説話と「信貴山縁起絵巻」、伴大納言説話と「伴大納言絵巻」を比較することで、物語と絵の差異を読み解く力を蓄える。 

 授業前半は講義形式、後半は演習形式でおこなう。まずはじめに、美術史と絵巻の概説をおこなったうえで、「信貴山縁起絵

巻」と「伴大納言説絵巻」を全巻鑑賞しながら、研究の現況を紹介していく。後半は、「信貴山縁起絵巻」と「伴大納言絵巻」のなか

からひとつの場面を選び、物語と比較することで、絵画化の様相や情景選択について発表してもらい、全員で討論する。発表後 1

週間以内に、講評を私のブログ http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップするので、それを読んで発表原稿を訂正し、発表内

容をさらに深めてレポートとして提出してもらう。他の受講生の講評もよく読んで、よりよい発表とレポートにしてもらいたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 美術史概説 

3. 絵巻概説 

4. 「信貴山縁起絵巻」概説 

5. 「信貴山縁起絵巻」研究 1 

6. 「信貴山縁起絵巻」研究 2 

7. 「伴大納言絵巻」概説 

8. 「伴大納言絵巻」研究 1 

9. 「伴大納言絵巻」研究 2 

10. 受講生による口頭発表 1 

11. 受講生による口頭発表 2 

12. 受講生による口頭発表 3 

13. 受講生による口頭発表 4 

14. レポート添削、レポート提出 

 

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

 口頭発表の準備をする。 

 口頭発表を終えたら、ブログの講評を読んで、発表原稿を訂正して、レポートを完成させる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

口頭発表(40%)/最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

 テキストは特に定めないが、「信貴山縁起絵巻」と「伴大納言絵巻」の図版を用意すること。黒田泰三『思いっきり味わいつくす伴

大納言絵巻』（小学館、2002年 5 月）と泉武夫『躍動する絵に舌を巻く信貴山縁起絵巻』（小学館、2004年 10 月）がおすすめ。 

 

参考文献（Readings） 

1. 秋山光和、1964 年 3 月、『平安時代世俗画の研究』、吉川弘文館 

2. 上野憲示、1978 年 11 月、『伴大納言絵巻』、岩崎美術社 

3. 佐野みどり、1997 年 2 月、『風流 造形 物語―日本美術の構造と様態』、スカイドア 

4. 鈴木杜幾子・馬渕明子・池田忍・金惠信編著、2005 年 11 月、『交差する視線―美術とジェンダー2』、ブリュッケ 
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5. 浅井和春監修、稲本万里子・池上英洋編著、2009年 6 月、『イメージとパトロン―美術史を学ぶための 23 章』、ブリュッケ 

6. 加須屋誠編、2013 年 5 月、『図像解釈学―権力と他者』、竹林舎 

 その他の文献は授業中に適宜指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 受講生の人数により、時間配分が変わることがある。 

 授業の前半は毎回液晶プロジェクターを使用して、スライドを映写しながら、絵巻の技法と表現法について説明するので、映写

時はスライドをじっくり見てもらいたい。 

 口頭発表については、受講生と相談しながら決める。口頭発表に対する講評は、発表後 1 週間以内に、ブログ

http://blog.livedoor.jp/mariko1961/にアップする。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG172 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG172／日本文学研究 ４Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 4B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文学研究の背景の研究 

担当者名 

（Instructor） 
五井 信(GOI 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） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

M・フーコーとドゥルーズ＆ガタリに関する入門書を読み、基本的な理解を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

重要な思想家は多数いるのだが、秋学期ではとりあえず上にあげた著者たちの基本的な発想について学びたい。比較的若い研

究者による入門書であり、旧来の事項をふまえ、さらに新たなアプローチを学ぶことになるだろう。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスをかねる 

2. M・フーコーについて①（導入） 

3. M・フーコーについて②（身体刑との批判） 

4. M・フーコーについて③（規律権力） 

5. M・フーコーについて④（近代国家と統治） 

6. M・フーコーについて⑤（監獄ふたたび） 

7. あらためての考察・検討 

8. ドゥルーズ＆ガタリについて① 

9. ドゥルーズ＆ガタリについて②（『アンチ・オイディプス』） 

10. ドゥルーズ＆ガタリについて③（『アンチ・オイディプス』） 

11. ドゥルーズ＆ガタリについて④（『千のプラトー』） 

12. ドゥルーズ＆ガタリについて⑤（『千のプラトー』） 

13. ドゥルーズ＆ガタリについて⑥（『哲学とは何か』） 

14. ドゥルーズ＆ガタリについて⑦（『哲学とは何か』） 

 

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

入門書ではあるが、それなりに骨のあるテクストである。担当者のみならず、他の参加者にも丁寧な精読が望まれる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 重田園江、2011、『ミシェル・フーコー』、ちくま新書 

2. 佐藤嘉幸ほか、2017、『三つの革命 ドゥルーズ＆ガタリの政治哲学』、講談社選書メチエ 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG173 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG173／日本文学研究 ５Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 5B) 

担当者名 

（Instructor） 

2018 年 7 月 20 日付変更（理由：担当者 原克昭 退職のため） 

【変更後】 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

井野 葉子(INO YOKO) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

 

【変更前】 

鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

井野 葉子(INO YOKO) 

原 克昭(HARA KATSUAKI) 

川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

金子 明雄(KANEKO AKIO) 

水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本文学研究における多種多様な方法や視点について，徹底した知識の獲得とその理解を身につけるための自主講座。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生主導による自主講座として，それぞれ明確なテーマと問題意識のもとに演習や調査あるいは読書会などのプロジェクトを組

む。各テーマに応じて，指導教員の指導や助言を受けるとともに，参加者全員の自主的な活動が中心となる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容・テーマについてのガイダンス 

2. 発表と質疑応答１ 

3. 発表と質疑応答２ 

4. 発表と質疑応答３ 

5. 発表と質疑応答４ 

6. 発表と質疑応答５ 

7. 発表と質疑応答６ 

8. 発表と質疑応答７ 

9. 発表と質疑応答８ 

10. 発表と質疑応答９ 

11. 発表と質疑応答 10 

12. 発表と質疑応答 11 

13. 発表と質疑応答 12 

14. まとめ 

 

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

プロジェクトの計画と運営に積極的に加わることを求める。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

平常の参加・活動(60%)/報告書(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修する学生の主体的な選択にゆだねる。 
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参考文献（Readings） 

指導教員の指示による。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

指導教員の指示による。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG174 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG174／日本文学研究 ６Ｂ 

(Studies in Japanese Literature 6B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
アカデミックライティング応用 

担当者名 

（Instructor） 
松本 和也(MATSUMOTO KATSUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

アカデミックライティングの一環として、修士論文をみすえながら、研究テーマや方法の練り上げ方、レポートや論文の作成のため

に、基礎をふまえて応用する力を身につけることを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

受講生自身が研究テーマや方法について論理的に考えるための実践的なトレーニングを積み、それらについて、レジュメや文章

のかたちで、実際にアウトプットして検討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス／授業概要説明 

2. 研究プランの構想①主張 

3. 研究プランの構想②配置 

4. 研究プランの構想③意義 

5. レジュメ作成①要素 

6. レジュメ作成②構成 

7. レジュメ作成③修正 

8. レジュメ作成④まとめと課題 

9. レポート執筆①要素 

10. レポート執筆②構成 

11. レポート執筆③修正 

12. レポート執筆④まとめと課題 

13. レジュメ・レポートの自己チェック 

14. 授業のまとめ 

 

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

学会誌等に掲載の論文を積極的に読み、検討を経た上で、自身の実践につなげていくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加度(40%)/授業内提出物(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、授業時に資料・サンプル等を配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 河野哲也、2002、『レポート・論文の書き方入門』、慶應義塾大学出版会 (ISBN:978-4766409697) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

原則として、受講は日本文学研究６Ａを履修した者に限る。 

 

注意事項（Notice） 
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■JG176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG176／中国文学研究 ２ 

(Studies in Chinese Literature 2) 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6310 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「気」の思想という中国文学の基底に位置する世界観を中国古典籍諸資料から多角的に解読する。解読にあたっては，漢文訓読

法を用いるが，適宜，現代中国における研究資料も参照する。また、古典籍の解読とあわせて，今日的意義を有機的に考察す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国古典籍として，道家に分類される『老子』，法家に分類される『管子』，および医家に分類される『素問』等から，注釈等を含め

て，数篇ずつを選び,受講者の輪読による発表を中心に，討論形式にて検討する。発表者以外もあらかじめ提示されたキーワード

等についてリサーチして，その今日的射程を含めた議論に参加する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・概論 

2. 『老子』より（一） 

3. 『老子』より（二） 

4. 『老子』より（三） 

5. 『管子』より（一） 

6. 『管子』より（二） 

7. 『管子』より（三） 

8. 中間発表 

9. 『素問』より（一） 

10. 『素問』より（二） 

11. 『素問』より（三） 

12. 『素問』より（四） 

13. 『素問』より（五） 

14. 総括 

 

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

輪読担当者は訓読，語釈等をまとめて発表に備え，それ以外の受講者は各回に指定されたキーワードについてリサーチしして討

論に備える。学習した事項は各自まとめて，適宜追加のリサーチを加え，理解を深めた上で中間発表、および最終レポートに備

える。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間発表(20%)/輪読担当による発表(20%)/授業における発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布の資料を使用する 

 

参考文献（Readings） 

1. 高明、1996、『新编诸子集成:帛书老子校注』、中华书局 (ISBN:9787101013436) 

2. 韩永和、2007、『老子传统生命学解析』、中国医药科技出版社 (ISBN:9787506736466) 

3. 黎翔凤、2015、『新编诸子集成:管子校注』、中华书局 (ISBN:9787101024838) 

4. 池万兴、2015、『先秦文化和《管子》研究』、人民出版社 (ISBN:9787010145198) 

5. 王洪图、1997、『黄帝内经研究大成(上中下)』、北京出版社 (ISBN:9787200029918) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG181／日本語学演習 ２ 

(Seminar in the Japanese Language 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
『源語梯』を読む 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近世に著された辞書類について、記述がどのように相互影響しているか、具体的資料をもとに分析考察できるようになること。ま

た、その分析を通して、日本語学における論理的な議論の展開を身に付け、自らの研究課題における論証の質的向上を図るこ

と。 

 

授業の内容（Course Contents） 

近世の『源氏物語』注釈書の一つである『源語梯』を精読する。受講者は、ほぼ楷書から成る木版本を解読し、そこで示された項

目を適宜分担して必要な資料を調査し、他の近世辞書との連関を中心にレジュメをまとめて発表することが求められる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近世辞書概論 

2. 凡例等精読 

3. 調査方法の確認と発表見本 

4. 受講者による発表（１） 

5. 受講者による発表（２） 

6. 受講者による発表（３） 

7. 受講者による発表（４） 

8. 受講者による発表（５） 

9. 受講者による発表（６） 

10. 受講者による発表（７） 

11. 受講者による発表（８） 

12. 受講者による発表（９） 

13. 受講者による発表（１０） 

14. 受講者による発表（１１） 

 

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

発表者以外の受講生も、日本語学の入門書・概説書などを熟読することで分析の視点を具体化しておくこと。また、分からなかっ

たことも含めて、何（書籍や論文その他）をどのように調べたのか、ということを具体的に明らかにして臨むこと。なお、一度行われ

た議論の内容は、次回以降は着実にふまえて臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

プレゼンテーション(50%)/討議への参加状況(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 沖森卓也・木村一・木村義之・陳力衛・山本真吾（編）、2008、『図説 日本の辞書』、おうふう (ISBN:9784273035075) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG182／日本語学研究 １Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
日本漢語の諸問題 

担当者名 

（Instructor） 
陳 力衛(CHEN LIWEI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

日本漢語の問題点へのアプローチの仕方を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

漢語の類義、近義の発生、字順逆の漢語の意味合 

い、そしてサ変動詞、形容動詞の漢語の成立及び今日的な問題点を考える。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 漢語の層（時代的） 

2. 仏典の漢語と漢籍の漢語 

3. 小説の中の漢語 

4. 漢語の類義と近義 

5. 漢語の字順の顛倒と意味 

6. 漢語のサ変動詞 

7. 漢語の形容動詞 

8. 文法的なとらえ方 

9. 連体修飾と連用修飾 

10. 漢語副詞の再考 

11. 漢語の東アジアへの流布 

12. 他言語への影響 

13. 中国語における日本漢語 

14. 漢語の共通点とはなにか 

 

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

漢語関連の一冊を読んでおくこと 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/口頭発表(30%)/出席・コメント(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. 山田孝雄、1940、『国語の中に於ける漢語の研究』、宝文館 

2. 佐藤喜代治、1979、『日本の漢語』、角川書店 

3. 池上禎造、1984、『漢語研究の構想』、岩波書店 

4. 田島優、1998、『近代漢字表記語の研究』、和泉書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JG183 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JG183／日本語学研究 ２Ｂ 

(Studies in the Japanese Language 2B) 

担当者名 

（Instructor） 
木村 義之(KIMURA YOSHIYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL6410 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

近代の日本語辞書を資料として、当期の語彙と表記に関する研究手法を学ぶ。 

 

授業の内容（Course Contents） 

明治時代に刊行された、『言海』『日本大辞書』『ことばの泉』『辞林』などの国語辞書や、Ｊ.C.ヘボン『和英語林集成』、高橋五郎

『漢英対照いろは辞典』、神田乃武『模範英和辞典』、石川林四郎『袖珍コンサイス英和辞典』など、対訳辞書に取り上げられた項

目、例文などを比べながら内容を検討、記述の承接関係の有無などを考察する。受講者には、担当資料の調査・分析を分担して

もらい、それを受講者全員で討議する。調査する語例は、近代前期の小説を用いる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 近代の日本語辞書に関する概観 

2. 『言海』以降の辞書の語彙と構成（１） 

3. 『言海』以降の辞書の語彙と構成（２） 

4. 『言海』以降の辞書の語彙と構成（３） 

5. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（１） 

6. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（２） 

7. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（３） 

8. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（４） 

9. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（５） 

10. 各種辞書における漢語の意味記述の調査と分析（６） 

11. 各種辞書における外来語の意味記述の調査と分析（１） 

12. 各種辞書における外来語の意味記述の調査と分析（２） 

13. 各種辞書における外来語の意味記述の調査と分析（３） 

14. まとめ 

 

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

受講生には、広く辞書を調査し、小さな違いにも気づくように目を配ること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表の内容(50%)/発表者に対する質問の内容(30%)/出席態度(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

諸文献のコピーによる。 

 

参考文献（Readings） 

山田忠雄『近代国語辞書の歩み―その摸倣と創意と 』（三省堂） 

沖森卓也ほか『図説日本の辞書』（おうふう） 

大槻文彦『言海』（ちくま学芸文庫） 

Ｊ・Ｃ・ヘボン『和英語林集成（第三版）』（講談社学術文庫）など 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

国立国会図書館デジタルコレクション http://dl.ndl.go.jp/ 

 

注意事項（Notice） 
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■JH122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH122／フランス文学演習 １Ｂ 

(Seminar in French Literature 1B) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代詩を代表する詩人イヴ・ボヌフォワ（Yves Bonnefoy, 1923-2016）が場所をめぐって展開する思索を講読することによ

り，現代社会における芸術創造の根幹に関わる問いについて考察できるようになる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ボヌフォワは 1953 年に処女詩集『ドゥーヴの動と不動』を発表して以降，詩集のみならず，多くの詩論や美術評論，神話事典の

編纂，シェイクスピアをはじめとする外国文学の翻訳等を通して，文学創造，ひいては芸術創造全般にたいする根本的な問いに

ついて思索を巡らせた詩人である。一昨年，その生涯を閉じたが，彼が問いかけた問題は今もインパクトを失っていない。 

ボヌフォワの詩作は言葉によって現前（プレザンス）を表現する試みに集約できるが，その根源にあったのが「此処と他所」の和解

の問題だった。「此処」に現前しているものを表現することをみずからの詩の使命としながら，「他所」にたいする誘惑も断ちがたい

詩人。授業では，1972 年に発表した『奥の国（後背地）』の講読を通して，この問題を考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. L’Arrière-pays 講読（１） 

3. L’Arrière-pays 講読（２） 

4. L’Arrière-pays 講読（３） 

5. L’Arrière-pays 講読（４） 

6. L’Arrière-pays 講読（５） 

7. L’Arrière-pays 講読（６） 

8. L’Arrière-pays 講読（７） 

9. L’Arrière-pays 講読（８） 

10. L’Arrière-pays 講読（９） 

11. L’Arrière-pays 講読（10） 

12. L’Arrière-pays 講読（11） 

13. L’Arrière-pays 講読（12） 

14. L’Arrière-pays 講読（13） 

 

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，毎回の授業で行う。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/毎回の授業への参加度（口頭発表や質疑応答）(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 清水茂編・訳、1993 年、『イヴ・ボヌフォワ詩集』、小沢書店 (ISBN-13: 978-4755140037) 

2. 阿部良雄他訳、2002 年、『ありそうもないこと－存在の詩学』、現代思潮社 (ISBN-13: 978-4329010148) 

3. 小倉和子、2003 年、『フランス現代詩の風景』、立教大学出版会 (ISBN-13: 978-4901988018) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH161／フランス文学特殊研究 １Ａ 

(Study in French Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス十九世紀小説を読む 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

十九世紀フランスの代表的な小説を読み，同時に批評の問題について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ギュスターヴ・フローベールの『感情教育』（1869）を精読する。長編小説なので、授業ではすべてを読むのは不可能だが、どの箇

所を読むかは学生と相談して決める。また、フランス語のテキストの精読と並行して，文学テキストの分析の仕方を学ぶため，

様々な批評の抜粋を読ませる予定である。フローベールはいわゆるヌーヴェル・クリティック以後の批評がもっとも好んで取り上

げた作家でもあり，この作家に関する代表的な論考を通じて，文芸批評の様々なアプローチに触れることができるはずだ。受講

者各人が、自らの問題関心に応じて、積極的に取り組んでくれることを期待している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訳読と発表１ 

3. 訳読と発表２ 

4. 訳読と発表３ 

5. 訳読と発表４ 

6. 訳読と発表５ 

7. 訳読と発表６ 

8. 訳読と発表７ 

9. 訳読と発表８ 

10. 訳読と発表９ 

11. 訳読と発表１０ 

12. 訳読と発表１１ 

13. 訳読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

授業開始時までに、あらかじめ翻訳（山田じゃく訳、河出文庫；生島遼一訳、岩波文庫などがある）でよいので、作品を一通り通読

しておくように。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への参加度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Gustave Flaubert. 2013. L'Education sentimentale. GF Flammarion 

 

参考文献（Readings） 

1. 小倉孝誠、2005、『感情教育』歴史・パリ・恋愛、みすず書房 

2. 工藤庸子、1998、『恋愛小説のレトリック―『ボヴァリー夫人』を読む』、東京大学出版会 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学院の授業なので、演習形式になる。 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 168 - 

■JH162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH162／フランス文学特殊研究 １Ｂ 

(Study in French Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス・ロマン主義研究 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

19 世紀前半のフランス文学・文化を支配したロマン主義という思想潮流について考える。 

 

授業の内容（Course Contents） 

シャトーブリアン、ラマルティーヌ、ユゴー、ミュッセといったロマン主義の作家は、日本ではあまりなじみがないものの、近現代の

フランス文学を理解する上で第一級の重要性を備えている。近年はフランスでもロマン主義研究が一種のブームになっている

が、そういった最新の研究成果を参照しながら、これらの作家たちのテクストが、いかに世紀後半のフローベール、ボードレール、

マラルメらの傑作を準備したかを理解すべくつとめる。とりあえずは、数年前に翻訳の出たポール・ベニシューPaul Benichou の

『作家の聖別 Le sacre de l'ecrivain』を手掛かりに、授業を進めていきたい。ベニシューが言及、分析しているテキスト、それも主

に詩作品をフランス語で精読していくつもりである。基本的には平常点だけで成績を付けるつもりだが、課題として小レポートを出

してもらうこともある。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. 訳読と発表１ 

3. 訳読と発表２ 

4. 訳読と発表３ 

5. 訳読と発表４ 

6. 訳読と発表５ 

7. 訳読と発表６ 

8. 訳読と発表７ 

9. 訳読と発表８ 

10. 訳読と発表９ 

11. 訳読と発表１０ 

12. 訳読と発表１１ 

13. 訳読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

授業開始時までに、あらかじめ翻訳を読み進めておくように。また、シャトーブリアンの『ルネ』と『アタラ』は必ず読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(30%)/訳読と発表(40%)/課題(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

適宜、プリントで配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. ポール・ベニシュー、2015、『作家の聖別』、水声社 (ISBN:4801000282) 

他にも授業中に多くの文献を紹介することになる。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

大学院の授業なので、演習形式で進める。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH163／フランス文学特殊研究 ２Ａ 

(Study in French Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
プルーストを読む 

担当者名 

（Instructor） 
小黒 昌文(OGURO MASAFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルースト『失われた時を求めて』の精読をとおして、文学研究に必要な読解力と批評力を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

『失われた時を求めて』第２篇『花咲く乙女たちのかげに』を中心としながら、小説の主要な場面を取り上げて丁寧に読み込んで

ゆく。精読に際しては、２０世紀初頭の文学動向や文化的・社会的コンテクストを学ぶとともに、文学作品の多角的な分析方法に

親しむ機会ともする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 精読と発表１ 

3. 精読と発表２ 

4. 精読と発表３ 

5. 精読と発表４ 

6. 精読と発表５ 

7. 精読と発表６ 

8. 精読と発表７ 

9. 精読と発表８ 

10. 精読と発表９ 

11. 精読と発表１０ 

12. 精読と発表１１ 

13. 精読と発表１２ 

14. まとめ 

 

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

初回の授業で指示します。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. プルースト、2012、『失われた時を求めて 4 花咲く乙女たちのかげに II』、岩波文庫 (ISBN:9784003751138) 

フランス語原文についてはコピーを配布します。 

 

参考文献（Readings） 

1. 吉川一義、2014、『プルーストの世界を読む』、岩波書店 (ISBN:9784000287845) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH164 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH164／フランス文学特殊研究 ２Ｂ 

(Study in French Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス文学と音楽 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

プルーストの『失われた時を求めて』をおもな素材として、フランス語テクストの分析をおこないながら、修士論文を執筆するうえで

役に立つ文学研究の方法論を習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

プルーストの作品における音楽の位置づけについて考察する。世紀転換期のフランスにおいて、サロンは音楽創造の実験室的

な役割を果たしたが、プルーストは次第に「社交と音楽愛好」の結びつきを批判する方向にむかった。『失われた時を求めて』は、

作曲家を主人公にした芸術家小説（伝記的なフィクション）とはちがったやりかたで音楽をとりこんでいる。最新の研究によると、そ

れは「音楽批評家の小説」でもある。同時代の音楽批評とのかかわりを考慮に入れながら、『スワン家のほうへ』第 2 部「スワンの

恋」や『囚われの女』のなかの音楽をめぐる場面を精読したい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 読解と発表 1 

3. 読解と発表 2 

4. 読解と発表 3 

5. 読解と発表 4 

6. 読解と発表 5 

7. 読解と発表 6 

8. 読解と発表 7 

9. 読解と発表 8 

10. 読解と発表 9 

11. 読解と発表 10 

12. 読解と発表 11 

13. 読解と発表 12 

14. まとめ 

 

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

授業開始までに『スワンの恋』を読んでおくこと（吉川一義訳『失われた時を求めて』第 2 巻、岩波文庫）。予習・復習、訳文の提出

や発表の準備については、初回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(40%)/発表(30%)/最終レポート(Final Report)(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

コピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH165 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH165／フランス文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in French Literature 3A) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代哲学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学習する。たんなる講読ではなく、テクストを出発点として、独自の考察へとつなげることを目指す。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH166 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH166／フランス文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in French Literature 3B) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス現代文学の原書講読を通して，テクスト読解の力を深めるとともに、思想と文学の基本的な知識の習得を目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス現代思想や文芸評論の重要なテクストを原文で精読することによって，テクスト読解の技法を深めるとともに，現代思想

の基本的な流れについても学習する。たんなる講読ではなく、テクストを出発点として、独自の考察へとつなげることを目指す。 

参加者は毎回，テクストを丁寧に予習するのみならず，基本的な概念などについても十分に調べた上で参加すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入授業 

2. 演習・作業１ 

3. 演習・作業２ 

4. 演習・作業３ 

5. 演習・作業４ 

6. 演習・作業５ 

7. 演習・作業６ 

8. 演習・作業７ 

9. 演習・作業８ 

10. 演習・作業９ 

11. 演習・作業１０ 

12. 演習・作業１１ 

13. 演習・作業１２ 

14. 総括 

 

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

ただの訳読にとどまらず，関連項目などを調べて，授業に臨むこと。自分の研究テーマと接続させる形で、テクストを読むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業参加(40%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

履修者と相談の上，決めることにします。 

 

参考文献（Readings） 

授業時に随時，指示します。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 173 - 

■JH169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH169／フランス文学特殊研究 ５Ａ 

(Study in French Literature 5A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
「性」を考える－１８世紀フランスを中心に 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

特に１８世紀フランスのさまざまな言説－小説、自伝、演劇、哲学書、医学書、辞書、書簡など－を通して「性」について考える。本

年度はとりわけ「異常者」の問題を取り上げる。 

 

授業の内容（Course Contents） 

「性」とは何か、という（あまりにも）大きな問いについて考える。それは同時に、「男性」と「女性」、身体、宗教、医学、政治といった

ものについて考えることにほかならない。精神分析やフェミニズム批評（ジェンダー論）、とりわけミシェル・フーコーが提示した「１８

世紀の性」についての見解を批判的に検討しつつ、この時代の「性」と「性」をめぐる多様な議論について考察する。より具体的に

は「第三の性」について考える予定である。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入。 

2. 問題の所在（１）。 

3. 問題の所在（２）。 

4. テクストの精読と分析。解説（１）。 

5. テクストの精読と分析。解説（２）。 

6. テクストの精読と分析。解説（３）。 

7. テクストの精読と分析。解説（４）。 

8. テクストの精読と分析。解説（５）。 

9. テクストの精読と分析。解説（６）。 

10. テクストの精読と分析。解説（７）。 

11. テクストの精読と分析。解説（８）。 

12. テクストの精読と分析。解説（９）。 

13. テクストの精読と分析。解説（１０）。 

14. まとめ。 

 

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

指定された箇所について十分に予習して授業にのぞむこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(20%)/テクスト分析(30%)/内容理解度(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

資料配布。 

 

参考文献（Readings） 

初回の授業の際に指示（プリント配布）。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH170／フランス文学特殊研究 ５Ｂ 

(Study in French Literature 5B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

性、政治、哲学、文学 

―モンテスキュー『ペルシア人の手紙』精読 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6313 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

フランス書簡体小説の最高傑作のひとつ、モンテスキューの『ペルシア人の手紙』を、オリエンタリズム、エグゾティスム、セクシュ

アリティといった視点に触れつつ、読んでいきます。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンテスキューの『ペルシア人の手紙』を精読します。「他者」の視線を借りて、フランス社会をスペクタクルとして描き出した無数

の啓蒙の文学作品を念頭に（この点については概説していきます）、モンテスキューの傑作を熟読します。政治と「性」、社会と「習

俗」、法律と「法」、宗教と儀礼…。さまざまな観点からこの作品を考察しましょう。（あまりにも有名な）『法の精神』との関係、のち

の時代への影響といった点についても解説します。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 作品の背景について 

3. テクスト精読（１） 

4. テクスト精読（２） 

5. テクスト精読（３） 

6. テクスト精読（４） 

7. テクスト精読（５） 

8. テクスト精読（６） 

9. テクスト精読（７） 

10. テクスト精読（８） 

11. テクスト精読（９） 

12. テクスト精読（１０） 

13. テクスト精読（１１） 

14. まとめ 

 

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

指定された箇所は必ず丁寧に予習してくること。またそれ以外の箇所も原文を読んでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業参加(30%)/テクスト理解度(30%)/テクスト分析(30%)/作品理解度(10%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Montesquieu. 2006. Lettres Persanes. Le Livre de Poche (ISBN:2253082228) 

一回目の授業までに必ず購入しておくこと。 

 

参考文献（Readings） 

一回目の授業で指示します。ただし、作品の翻訳が複数存在するので、それを読んでおいてください。すべて問題のあるものば

かりですが、それでも参考になるはずです。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH181 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH181／フランス語学特殊研究１Ａ 

(Study in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、中世フランスの作品を題材に、フランス語テクストの精読を行

う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、受講生の関心とレベルに合わせ

て具体的な訓練を行う。 

またフランス語の歴史を概説し、古フランス語の文法についての初歩的な解説を行った後、13 世紀のロベール・ド・ボロンの『メル

ラン』冒頭を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. 古フランス語入門１ 

6. 古フランス語入門２ 

7. 中世フランス文学概説 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 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） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また、各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Robert de Boron. 2000. Merlin. Droz (ISBN:2600004289) 

2. A. Micha. 1999. Merlin de Robert de Boron. Flammarion (ISBN:2080708295) 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JH182 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH182／フランス語学特殊研究１Ｂ 

(Study in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
フランス語テクストの精読と文学研究の方法論 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5813 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

修士論文を書くために必要な文学研究の方法論を習得しながら、フランス語テクストの精読を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス文学研究に必要な、テーマの選び方、文献調査の仕方、論文の構成方法などを紹介し、具体的な訓練を行う。春学期に

扱った『メルラン』のほか、受講生の関心に応じて何らかのテクストを取り上げ、詳読を行う。あわせて背景となるフランスの文化

や歴史についても案内を行う。 

学生による各自の研究テーマの簡単な発表も予定している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 文学研究の方法論１ 

3. 文学研究の方法論２ 

4. 先行研究の調べ方、まとめ方 

5. レトリック、比喩等総論 

6. テーマ的検討 1 

7. テーマ的検討 2 

8. 精読の技法１ 

9. 精読の技法２ 

10. 精読の技法３ 

11. 精読の技法４ 

12. 発表１ 

13. 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） 

毎回訳読を行うので、準備が必要。また各自の研究テーマについても精読と文献調査を並行して行い、発表に備えること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席・参加態度・訳読・口頭発表・課題など(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを配布。 

 

参考文献（Readings） 

1. 原野昇、2007、『フランス中世文学を学ぶ人のために』、世界思想社 (ISBN:479071229X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

春学期のフランス語学特殊研究１Aを受講していることが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JH191 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH191／フランス語学演習１Ａ 

(Seminar in the French Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Méthode de l'explication de textes 

担当者名 

（Instructor） 
ヒルシャワー(HIRSCHAUER,A. M.) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif de ce cours est de fournir aux étudiants des techniques pour analyser un texte et pour l'expliquer avec clarté. 

 

授業の内容（Course Contents） 

La lecture et l'analyse d'un texte est la base de tout travail de mémoire.  

Nous étudierons la méthodologie particulière à l'explication de texte afin de permettre aux étudiants de dégager l'intérêt d'un 

texte, son originalité, sa beauté et ensuite de l'expliquer avec clarté. 

Durant le trimestre de printemps, nous travaillerons essentiellement des œuvres littéraires (Baudelaire Les Fleurs du mal). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction au cours, méthode de l'explication pour un texte littéraire. 

2. Exercices. 

3. Introduction à l'œuvre de Baudelaire, analyse détaillée d'un poème : texte 1. 

4. Suite. 

5. Analyse du texte 2 

6. Suite. 

7. Analyse du texte 3 

8. Suite. 

9. Analyse du texte 4. 

10. Suite. 

11. Rédiger l'introduction et la conclusion d'une explication de texte. Exercices. 

12. Analyse du texte 5. 

13. Suite. 

14. Conclusion du cours. 

 

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

Lire et préparer les textes. Régulièrement, rédiger l'analyse d'un texte. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

復数回のレポート(60%)/出席、課題など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Des photocopies seront distribuées en cours. 

 

注意事項（Notice） 
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■JH192 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH192／フランス語学演習１Ｂ 

(Seminar in the French Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Méthode de l'explication de textes 

担当者名 

（Instructor） 
ヒルシャワー(HIRSCHAUER,A. M.) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL5412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif de ce cours est de fournir aux étudiants des techniques pour analyser un texte et pour l'expliquer avec clarté. 

 

授業の内容（Course Contents） 

 

La lecture et l'analyse d'un texte est la base de tout travail de mémoire.  

Nous étudierons la méthodologie particulière à l'explication de texte afin de permettre aux étudiants de dégager l'intérêt d'un 

texte, son originalité, sa beauté et ensuite de l'expliquer avec clarté. 

Nous travaillerons essentiellement des textes philosophiques (Aristote L'amitié). 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Introduction au cours, méthode l'explication de texte pour un texte philosophique. 

2. Exercices. 

3. Présentation de l'œuvre d'Aristote, analyse détaillée du texte 1 

4. Suite 

5. Analyse détaillée du texte 2 

6. Suite 

7. Analyse détaillée du texte 3 

8. Suite 

9. Analyse détaillée du texte 4 

10. Suite 

11. Analyse détaillée du texte 5 

12. Suite 

13. Suite 

14. Conclusion et ouverture du cours. 

 

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

Lire et préparer les textes. Régulièrement, rédiger l'analyse d'un texte. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

復数回のレポート(60%)/出席、課題など(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

Des photocopies seront distribuées en cours. 

 

注意事項（Notice） 
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■JH195 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH195／フランス語学演習３Ａ 

(Seminar in the French Language 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

（Instructor） 
ルーセル，Ｆ．(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. 

Les objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants, notamment pour ceux préparant des examens ou 

concours. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale préparée à l'avance. 

Puis l'essentiel du cours sera consacré à une activité approfondissant une technique académique particulière, la plupart du 

temps à l'écrit. Chaque type de production écrite sera mis en pratique sous forme de devoir. La correction collective en classe 

permettra de mettre l'accent sur les principales difficultés de mise en forme et d'expression (reformulation). 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions. Les 

types de travaux abordés pourront être par exemple : le CV, la lettre de motivation, le résumé, la synthèse, l'essai argumentatif, 

la dissertation, le thème (traduction). 

Une petite partie du cours pourra régulièrement être consacrée à un exercice de traduction (thème) donné sous forme de 

devoirs : la traduction étant aussi un moyen efficace de progresser en composition française. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre, respectant les formes académiques, 

et portant si possible sur son domaine de recherches. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1.  Les principales formes académiques d'expression en français (1) 

2.  Les principales formes académiques d'expression en français (2) 

3.  Les principales formes académiques d'expression en français (3) 

4.  Ecrire un CV en français (1) 

5.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (1) 

6.  Ecrire une lettre de candidature ou de motivation en français (2) 

7.  Ecrire un résumé (1) 

8.  Ecrire un résumé (2) 

9.  Ecrire un résumé (3) 

10.  Ecrire un résumé (4) 

11.  Exposés longs de fin de semestre (1) 

12.  Exposés longs de fin de semestre (2) 

13.  Exposés de fin de semestre (3) 

14. 14. Exposés de fin de semestre (4) 

 

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

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer... 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 
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Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Participation en classe(10%)/Grand exposé(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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■JH196 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JH196／フランス語学演習３Ｂ 

(Seminar in the French Language 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Entraînement aux formes d'expression académique en français. 

担当者名 

（Instructor） 
ルーセル，Ｆ．(ROUSSEL,FRANCOIS YVE) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL6412 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

L'objectif général de ce cours est de vous aider à progresser en expression écrite et orale française en contexte académique. 

Les objectifs précis seront adaptés en fonction des besoins des participants. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Chaque séance commencera par une courte séquence de conversation ou de mini-présentation orale. 

L'essentiel du cours sera consacré à une technique académique particulière, la plupart du temps à l'écrit. Il y aura des devoirs 

réguliers pour les pratiquer, et une correction collective en classe. 

L'accent sera mis aussi bien sur la correction de la langue que sur le style ou encore la structure générale des productions 

Une petite partie du cours pourra régulièrement être consacrée à un exercice de thème. 

Enfin, chaque participant devra aussi présenter au moins un exposé oral long par semestre. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Rédiger une synthèse (1) 

2. Rédiger une synthèse (2) 

3. Rédiger une synthèse (3) 

4. Rédiger une synthèse (4) 

5. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (1) 

6. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (2) 

7. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (3) 

8. Rédiger un essai argumenté, une dissertation (4) 

9. Récapitulation, révisions (1) 

10. Récapitulation, révisions (2) 

11. Récapitulation, révisions (3) 

12. Exposés longs de fin de semestre (1) 

13. Exposés longs de fin de semestre (2) 

14. Exposés longs de fin de semestre (3) 

 

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

Le travail en dehors du cours consistera en "devoirs" donnés chaque semaine : exercice d'écriture, thème, petit exposé oral à 

préparer par exemple. 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

Travail régulier (devoirs écrits)(70%)/Grand exposé(20%)/Participation en classe(10%) 

 

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） 

 

 

  



 - 183 - 

■JI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI154／ドイツ文学特殊研究２Ａ 

(Study in German Literature 2A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
写真のディスクール 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論述的ドイツ語を精確に読解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

写真に関する数編の論文を精読し，写真のディスクールと近現代の視覚文化について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. テクストの講読(1) 

3. テクストの講読(2) 

4. テクストの講読(3) 

5. テクストの講読(4) 

6. テクストの講読(5) 

7. テクストの講読(6) 

8. テクストの講読(7) 

9. テクストの講読(8) 

10. テクストの講読(9) 

11. テクストの講読(10) 

12. テクストの講読(11) 

13. テクストの講読(12) 

14. 授業内最終テスト 

 

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

参考文献などを読んで，おおまかな写真史の流れをつかんでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への出席・参加状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wolfgang Kemp/Hubertus v. Amelunxen(Hg.). 2006. Theorie der Fotografie I-IV. Schirmer/Mosel 

テキストは，プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯沢 耕太郎、2008、『世界写真史』、美術出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI155／ドイツ文学特殊研究２Ｂ 

(Study in German Literature 2B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
写真のディスクール 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論述的ドイツ語を精確に読解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，写真に関する数編の論文を精読し，写真のディスクールと近現代の視覚文化について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. テクストの講読(1) 

3. テクストの講読(2) 

4. テクストの講読(3) 

5. テクストの講読(4) 

6. テクストの講読(5) 

7. テクストの講読(6) 

8. テクストの講読(7) 

9. テクストの講読(8) 

10. テクストの講読(9) 

11. テクストの講読(10) 

12. テクストの講読(11) 

13. テクストの講読(12) 

14. 授業内最終テスト 

 

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

参考文献などを読んで，おおまかな写真史の流れをつかんでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への出席・参加状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wolfgang Kemp/Hubertus v. Amelunxen(Hg.). 2006. Theorie der Fotografie I-IV. Schirmer/Mosel 

テキストは，プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯沢 耕太郎、2008、『世界写真史』、美術出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI156／ドイツ文学特殊研究７Ａ 

(Study in German Literature 7A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏で活躍する劇作家の戯曲の読解を通して，ドイツ語圏の現代演劇を理解するための基礎を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

デーア・ローアーの戯曲の中から代表的な作品を取り上げ、丁寧に読むとともに、関連する公演や参考文献、映像等を取り上げ

て議論する。また作家の来日に合わせて、作家本人との対話の機会を設ける（予定）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認。Dea Loherについて簡単な導入）。 

2. Das letzte Feuerの紹介。 

3. 文学座公演"Das letzte Feuer"について議論する。 

4. Das letzte Feuerを読む。 

5. 作家 Dea Loher氏との対話（予定）。 

6. Das letzte Feuerを読む。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 第十回の続き。 

12. 第十一回の続き。 

13. 第十二回の続き。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Dea Loher. 2008 年. Das letzte Feuer ; Land ohne Worte : zwei Stuecke. Verlag der Autoren (ISBN:9783886613083) 

2. デーア・ローアー、2010 年、『無実、最後の炎』、論創社 (ISBN:9784846009588) 

 

参考文献（Readings） 

必要に応じて毎回の授業で指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI157／ドイツ文学特殊研究７Ｂ 

(Study in German Literature 7B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ドイツ語圏の戯曲を読む 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ語圏で活躍する劇作家の戯曲の読解を通して，ドイツ語圏の現代演劇を理解するための基礎を作る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続いてデーア・ローアーの戯曲の中から代表的な作品を取り上げ、丁寧に読むとともに、関連する公演や参考文

献、映像等を取り上げて議論する。またドイツ戯曲の翻訳上演に携わるゲストを呼び、話しを聞く（予定）。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. オリエンテーション（授業全体の進行の確認。簡単な導入）。 

2. Unschuldの紹介。 

3. Unschuldを読む。 

4. 第三回の続き。 

5. 第四回の続き。 

6. 第五回の続き。 

7. 第六回の続き。 

8. 第七回の続き。 

9. 第八回の続き。 

10. 第九回の続き。 

11. 東京演劇アンサンブル公演"Unschuld"の映像を鑑賞する。 

12. 東京演劇アンサンブル公演について議論する。 

13. ゲストスピーカー（予定）。 

14. 全体のまとめと振り返り。 

 

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

準備学習については毎回の授業で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席および授業への積極的な参加(50%)/授業内での発表や課題等の提出(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

参考文献（Readings） 

1. Dea Loher. 2004 年. Unschuld ; Das Leben auf der Praça Roosevelt : zwei Stuecke. Verlag der Autoren (ISBN:3886612716) 

2. デーア・ローアー、2010 年、『無実、最後の炎』、論創社 (ISBN:9784846009588) 

必要に応じて授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI162／ドイツ文学特殊研究１Ａ 

(Study in German Literature 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

2. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

3. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

4. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

5. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

6. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

7. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

8. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

9. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

10. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

11. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

12. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

13. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bonaventura. 1986. Nachtwachen. Reclam (ISBN:978-3150089262) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI163／ドイツ文学特殊研究１Ｂ 

(Study in German Literature 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

2. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

3. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

4. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

5. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

6. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

7. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

8. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

9. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

10. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

11. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

12. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

13. Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

14. 最終検討。 

 

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

Bonaventura: Nachtwachen を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席状況と授業内発表(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Bonaventura. 1986. Nachtwachen. Reclam (ISBN:978-3150089262) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI168 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI168／ドイツ文学特殊研究８Ａ 

(Study in German Literature 8A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Das Motiv des Traums in der Literatur 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Diese Lehrveranstaltung versucht ein allgemeines Verständnis der literarischen Traummotivik und der zugrundeliegenden 

Traummodelle und -theorien zu vermitteln. Darüber hinaus sollen die Studierenden anhand ausgewählter Beispiele die 

Motivanalyse selbständig durchführen. 

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet einen Überblick über das Motiv des Traums in der deutschen Literaturgeschichte mit Querverweisen zu 

antiken Traummodellen (biblische, mythologische und philosophische Modelle) und zur europäischen Kultur- und 

Geistesgeschichte (z.B. Descartes, Calderón, Shakespeare). Im Anschluss an die Einführung werden in neun thematischen 

Einheiten kurze Textauszüge aus zentralen Werken diskutiert (zur Vorbereitung ist die Lektüre der Kurztexte erforderlich). Am 

Ende des Semesters soll jeder Studierende ein frei wählbares Werk genau analysieren und im Rahmen eines Referats vorstellen.  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Was ist ein Traum? Traummodelle von der Antike bis heute. Einführung 

2. Motiv-, geistes- und literaturgeschichtlicher Überblick (biblische, antike und neuzeitliche Repräsentationen des Traums in 

der Literatur) 

3. Calderón, Grillparzer: Traum und Wirklichkeit (Das Leben ist ein Traum; Der Traum ein Leben) 

4. Shakespeare: Traum und Orakel (Macbeth) 

5. Kleist: Traum und Wunsch (Penthesilea; Ausblick auf Prinz von Homburg; Käthchen von Heilbronn; Marquise von O.) 

6.  E.T.A. Hoffmann: Traum und Wahn (Der Sandmann) 

7. Sigmund Freud: Traum und das Unbewusste (Traumdeutung; Ausblick auf Bruchstück einer Hysterieanalyse) 

8. Arthur Schnitzler: Traum und Eros (Traumnovelle; Ausblick auf Flucht in die Finsternis) 

9. Thomas Mann: Traum und das Dionysische (Tod in Venedig; mit Ausblick auf Joseph und seine Brüder) 

10. Theodor Herzl. Traum und Utopie (Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Manifest) 

11. Arno Schmidt: Traum und Dystopie (Schwarze Spiegel; mit Ausblick auf Leviathan oder Die beste der Welten; Zettel's 

Traum) 

12. Referate I 

13. Referate II 

14. Zusammenfassung und Ausblick 

 

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

Textlektüre, Hausaufgaben, Vorbereitung eines Referats und Reports (=schriftliche Zusammenfassung des Referats) 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mitarbeit(30%)/Hausarbeiten(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Peter André Alt. 2011. Der Schlaf der Vernunft.Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit. Beck 

(ISBN:3406618979) 
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2. Barbara Frischmuth. 2009. Traum der Literatur - Literatur des Traums. Münchner Poetik-Vorlesungen. Sonderzahl 

(ISBN:9783854493075) 

3. Michaela Perlmann. 1987. Der Traum in der literarischen Moderne. Fink (ISBN:377052439X) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI169 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI169／ドイツ文学特殊研究８Ｂ 

(Study in German Literature 8B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
Literatur der Wiener Moderne (1880 - 1914) 

担当者名 

（Instructor） 
シュレンドルフ(SCHLOENDORFF LEOPOLD) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6342 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

In diesem Kurs soll über literarische Texte ein Verständnis der Epoche der Wiener Moderne vermittelt werden.  Die 

Studierenden werden anhand ausgewählter Beispiele die Themen und Probleme der Zeit kennenlernen. Über Kurzreferate sollen 

die KursteilnehmerInnen zu einer eigenständigen Auseinandersetzung mit der Thematik herangeführt werden.  

 

授業の内容（Course Contents） 

Der Kurs beinhaltet eine Annäherung an das Problem der Moderne und die vielzitierte „verspätete Moderne“ Wiens. Es werden 

dazu einige der zentralen Texte von Karl Kraus, Adolf Loos, Peter Altenberg, Sigmund Freud, Hermann Bahr, Robert Musil, 

Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal diskutiert (die Lektüre der Kurztexte ist als Hausarbeit erforderlich). In zwei 

Exkursen werden zudem angrenzende Bereiche wie Architektur, Malerei und Musik diskutiert sowie das jüdische Leben der Zeit 

untersucht. Am Ende des Semesters soll jeder Studierende ein frei wählbares Werk genau analysieren und im Rahmen eines 

Referats vorstellen. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Einführung: Was ist modern? Philosophischer, kultur- und sozialhistorischer Hintergrund der Wiener Moderne. 

2. Die Fackel. Satirische und gesellschaftskritische Zeitschrift von Karl Kraus (ab 1899).  

3. Karl Kraus: Lob der verkehrten Lebensweise und andere Essays. 

4. Adolf Loos. Die Herrenmode; Warum ein Mann gut angezogen sein sollte (2 Essays). 

5. Peter Altenberg: Was der Tag mir zuträgt. Kurzprosa ("Petitessen") 

6. Sigmund Freud: Bruchstück einer Hysterieanalyse. Novelle. 

7. Hermann Bahr: Décadence und Dilettantismus. Essay. 

8. Robert Musil: Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Roman.  

9. Arthur Schnitzler: Reigen. Komödie. 

10. Hugo von Hofmannsthal. Gedichte (besonders: Siehst du die Stadt? Vorfrühling; Terzinen) 

11. Exkurs 1: Architektur, Malerei und Musik der Wiener Moderne.  

Exkurs 2: Die Juden in Wien um 1900 (Zionismus, Assimilation, Antisemitismus, etc.) 

12. Referate I 

13. Referate II 

14. Zusammenfassung  

 

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

Hausarbeiten, Vorbereitung Referat und Report, laufende Lektüre.  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/Mitarbeit(30%)/Hausarbeiten(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. Gotthard Wunberg (Hg. u.a.). 1981. Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1900. Reclam 

(ISBN:978-3150077429) 

2. Dagmar Lorenz. 2007. Wiener Moderne. Metzler (ISBN:978-3476122902) 
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3. Egon Schwarz. 2014. Wien und die Juden. Essays zum Fin de siècle.. C.H. Beck (ISBN:978-3406661341) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI170 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI170／ドイツ語学特殊研究１Ａ 

(Study in the German Language 1A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学術論文精読 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学術論文を精読し，読解力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式で行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文講読 

2. 論文講読 

3. 論文講読 

4. 論文講読 

5. 論文講読 

6. 論文講読 

7. 論文講読 

8. 論文講読 

9. 論文講読 

10. 論文講読 

11. 論文講読 

12. 論文講読 

13. 論文講読 

14. 論文講読 

 

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

授業で講読する箇所を準備した上で授業にのぞむ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

あらかじめプリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI171 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI171／ドイツ語学特殊研究１Ｂ 

(Study in the German Language 1B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
学術論文精読 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6440 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

学術論文を精読し，読解力を養う 

 

授業の内容（Course Contents） 

演習形式で行う。ドイツ語学・文学研究の基礎となる状況に精通する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 論文講読 

2. 論文講読 

3. 論文講読 

4. 論文講読 

5. 論文講読 

6. 論文講読 

7. 論文講読 

8. 論文講読 

9. 論文講読 

10. 論文講読 

11. 論文講読 

12. 論文講読 

13. 論文講読 

14. 論文講読 

 

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

授業で講読する箇所を準備した上で授業にのぞむ。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回の発表(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

あらかじめプリント配布。 

 

参考文献（Readings） 

随時指示 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI176 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI176／ドイツ文学特殊研究 ３Ａ 

(Study in German Literature 3A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化研究の基礎テクスト 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するために、今学期は Hans Blumenberg の作

品を読む。抽象度の高いドイツ文の精確な読解力の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目的とするので、訳読と

分析、報告を中心とする古典的演習方法が授業の中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個別指導と連携してい

る。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. Blumenberg: Text 1-1 

3. Blumenberg: Text 1-2 

4. Blumenberg: Text 1-3 

5. Blumenberg: Text 1-4 

6. Blumenberg: Text 1-5 

7. Blumenberg: Text 1-6 

8. Blumenberg: Text 2-1 

9. Blumenberg: Text 2-2 

10. Blumenberg: Text 2-3 

11. Blumenberg: Text 2-4 

12. Blumenberg: Text 2-5 

13. Blumenberg: Text 2-6 

14. 総括と質疑 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはコピーして第一回目授業で配布。 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI177 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI177／ドイツ文学特殊研究 ３Ｂ 

(Study in German Literature 3B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
メディア研究の基礎テクスト 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ドイツ文化研究の分野で議論の現代的水準に対応できる語学力・思考力を訓練し、研究上必要な問題意識・方法意識の獲得を

めざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現代の文学・文化・メディアなどを論じる上で基礎となる方法意識と語学力を訓練するために、今学期はメディア論の画期的文献

のひとつである Friedrich A. Kittlerの Draculas Vermächtnisに収められた論文を読む。抽象度の高いドイツ文の精確な読解力

の要請と学問論・方法論の基礎知識の習得を第一の目的とするので、訳読と分析、報告を中心とする古典的演習方法が授業の

中心となる。なお、この授業は修士論文・博士論文の個別指導と連携している。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. Kittler 

3. Kittler 

4. Kittler 

5. Kittler 

6. Kittler 

7. Kittler 

8. Kittler 

9. Kittler 

10. Kittler 

11. Kittler 

12. Kittler 

13. Kittler 

14. Kittler 

 

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

担当者は日本語訳と注を作成して授業時に配布すること。また、事前にテクストを読み準備していることが受講の前提となる。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

出席態度(40%)/担当箇所の訳読(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

参考文献は必要に応じて授業時に指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI178 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI178／ドイツ文学特殊研究 ６Ａ 

(Study in German Literature 6A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
ユダヤ系ドイツ詩人の詩を読む 

担当者名 

（Instructor） 
檜山 哲彦(HIYAMA TETSUHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5340 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ユダヤ系ドイツ詩人の詩を読む 

 

授業の内容（Course Contents） 

"Feuerharfe. Deutsche Gedichte judischer Autoren des 20. Jahrhunderts" をもとにして、毎回２つ～３つの詩を読み進めてゆく。

一つの詩について、一人の担当者から、レポート（日本語訳、解釈など）を提出していただきたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 詩を読む① 

2. 詩を読む② 

3. 詩を読む③ 

4. 詩を読む④ 

5. 詩を読む⑤ 

6. 詩を読む⑥ 

7. 詩を読む⑦ 

8. 詩を読む⑧ 

9. 詩を読む⑨ 

10. 詩を読む⑩ 

11. 詩を読む⑪ 

12. 詩を読む⑫ 

13. 詩を読む⑬ 

14. 詩を読む⑭ 

 

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

詩にまつわるさまざまな事柄や歴史に視野を広げていただきたい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/毎回レポート(70%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントを用意する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 生野・檜山編、『ドイツ名詩選』、岩波文庫 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JI184 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI184／ドイツ語教育特殊研究 １Ａ 

(Studies in German Language Teaching 1A) 

担当者名 

（Instructor） 

副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が必ず履修すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献(30%)/発表(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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■JI185 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI185／ドイツ語教育特殊研究 １Ｂ 

(Studies in German Language Teaching 1B) 

担当者名 

（Instructor） 

副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

前田 良三(MAEDA RYOZO) 

井出 万秀(IDE MANSHU) 

坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

研究発表と学術的討論の能力を鍛えるとともに，それを通じてドイツ語教育の基礎を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドイツ語の授業を担当するのに必要な文法的・語彙的知識を教授者の立場から系統的に理論的水準で身につけるために学習者

に課せられる基礎文法事項と基礎語彙について，語学教育における文化的関心と目的とに関連づけて検討する。また，各自の

研究テーマで個人研究発表を行い，それについて出席者全員で討論する。この授業は大学院生全員が必ず履修すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンスと履修上の注意 

2. 院生研究発表と討議（１） 

3. 院生研究発表と討議（２） 

4. 院生研究発表と討議（３） 

5. 院生研究発表と討議（４） 

6. 院生研究発表と討議（５） 

7. 院生研究発表と討議（６） 

8. 院生研究発表と討議（７） 

9. 院生研究発表と討議（８） 

10. 院生研究発表と討議（９） 

11. 院生研究発表と討議（10） 

12. 院生研究発表と討議（11） 

13. 院生研究発表と討議（12） 

14. 院生研究発表と討議（13） 

 

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

発表者は事前にテーマを告知し，ハンドアウトを準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業への貢献(30%)/発表(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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■JI188 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI188／ドイツ文化史特殊研究 Ａ 

(Studies in German Cultural History A) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Übersetzung wissenschaftlicher Texte vom Deutschen ins Japanische und vom 

Japanischen ins Deutsche 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL5842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeit im akademischen Schreiben  

 

授業の内容（Course Contents） 

In diesem Kurs wird die Übersetzung wissenschaftlicher Texte vom Deutschen ins Japanische und vom Japanischen ins 

Deutsche eingeübt. 

 Dabei wird besonderes Augenmerk auf Formulierungsmuster gelegt, die für die jeweilige Sprache charakteristisch sind. In einem 

 weiteren Schritt werden die Studierenden lernen, diese Formulierungen beim Verfassen eigener Aufsätze auf Deutsch aktiv 

anzuwenden. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Übersetzung 1 

2. Übersetzung 2 

3. Übersetzung 3 

4. Übersetzung 4 

5. Übersetzung 5 

6. Übersetzung 6 

7. Übersetzung 7 

8. Übersetzung 8 

9. Übersetzung 9 

10. Übersetzung 10 

11. Übersetzung 11 

12. Übersetzung 12 

13. Übersetzung 13 

14. Übersetzung 14 

 

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

Vorbereitung fuer den Unterricht und Nachbereitung des Gelernten 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Mitarbeit im Unterricht(80%) 

 

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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■JI189 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JI189／ドイツ文化史特殊研究 Ｂ 

(Studies in German Cultural History B) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 

Übersetzung wissenschaftlicher Texte vom Deutschen ins Japanische und vom 

Japanischen ins Deutsche 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL6842 

言語 

（Language） 

日英以外(Other than 

Japanese or English) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

Erwerbung schriftlicher Fertigkeit im akademischen Schreiben  

 

授業の内容（Course Contents） 

In diesem Kurs wird die Übersetzung wissenschaftlicher Texte vom Deutschen ins Japanische und vom Japanischen ins 

Deutsche eingeübt. 

 Dabei wird besonderes Augenmerk auf Formulierungsmuster gelegt, die für die jeweilige Sprache charakteristisch sind. In einem 

 weiteren Schritt werden die Studierenden lernen, diese Formulierungen beim Verfassen eigener Aufsätze auf Deutsch aktiv 

anzuwenden. 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. Übersetzung 1 

2. Übersetzung 2 

3. Übersetzung 3 

4. Übersetzung 4 

5. Übersetzung 5 

6. Übersetzung 6 

7. Übersetzung 7 

8. Übersetzung 8 

9. Übersetzung 9 

10. Übersetzung 10 

11. Übersetzung 11 

12. Übersetzung 12 

13. Übersetzung 13 

14. Übersetzung 14 

 

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

Vorbereitung fuer den Unterricht und Nachbereitung des Gelernten 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(20%)/Mitarbeit im Unterricht(80%) 

 

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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■JJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ101／現代文明学特殊研究 １ 

(Research on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
比較方法研究 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

本専攻独自の幅広い研究方法を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもることなく，相互に厳しいアカデミッ

クな批評方法を身につける。同時にハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方等，学会等で通用する実践的な訓

練を行う。具体的には，以下を軸に進める。 

(1)これまでやってきた研究論旨の報告（論文の趣旨と構成，章立ての報告，今後の課題等） 

(2)現在進行中の研究報告（論文の章立てや各章の具体的な趣旨，なにを明らかにするか，あるいはどの点で試行錯誤している

か等），その一部として，修士論文準備段階の人は，自分の研究テーマにとって重要な最近の書籍を１点取り上げ，書評の執筆

を進めてもらう。 

(3)論文執筆の途中経過報告 

どの場合も，報告ではレジュメと同時に，所定の分量の文章化した原稿を配付物とすること。議論の一環として原稿の相互添削

を取り入れる。 

詳細は１回目の授業で説明する。 

この授業は比較文明学専攻の中心的授業であり，「全体授業」と位置付けられている。前期課程においては 2 単位が必修だが

単位修得とは無関係に出席が推奨される。  

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 授業内情報検索講習会（第２回-1） 

4. 授業内情報検索講習会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1 報告の主な内容としては，『境界を越えて』合評、修士論文中間報告，前期課程 1 年による研究報

告，書評執筆の中間報告を含む。以下同様） 

6. 報告と議論（第 3 回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-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。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物（学術的書評もしくは研究経過報告）(30%) 

提出物の詳細は授業時に指示する。 

 

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)） 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

提出物のうち書評については，立教比較文明学会紀要『境界を越えて』への投稿を想定している。査読をクリアするよう，夏休み

期間中にも引き続きブラッシュアップすることが求められる。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ104／現代文明学特殊研究 ４ 

(Research on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
境界論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クリストファー・ノーランという稀有な映画作家の作品を、思想を通して読解し、かつ、他の映画論への理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

トッド・マガウアン著（井原慶一郎訳）の『クリストファー・ノーランの嘘』を読解しつつ、各映画から、思想的な文脈を把握すること。

様々な映画を通した理論書を読解すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 『フォロウイング』概説 

2. 『フォロウイング』と完璧な身代わり論 

3. 『メメント』概説 

4. 『メメント』と知ろうとしない欲望論 

5. 『インソムニア』概説 

6. 『インソムニア』と犯罪捜査の技法論 

7. 『バットマン・ビギンズ』概説 

8. 『バットマン・ビギンズ』と政治化されたリアリズム論 

9. 『プレステージ』概説 

10. 『プレステージ』における創造の暴力論 

11. 『インセプション』概説 

12. 『インセプション』における現実放棄の要請論 

13. 『ダークナイト ライジング』概説 

14. 『ダークナイト ライジング』とはいったい何だったのか？ 

 

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

テキストのレジュメを担当者が行う（予習）。言及されたサブテキストについて、読解し理解を深めることが復習。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ105／現代文明学特殊研究 ５ 

(Research on contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明批判論 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC5810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

比較文明学基礎研究を進める。研究交流の場を提供する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期同様，この授業では，学生各自による報告と相互批評の切磋琢磨を行うことを目的とする。蛸壺型の研究に閉じこもること

なく，相互に厳しいアカデミックな批評方法を身につける。また同時に，ハンドアウトの作り方や，報告の仕方，論文の構成の仕方

等，学会等で通用する実践的な訓練を行う。報告ではレジュメと同時に，所定の分量（4,000 字程度）の文章化した原稿を配付物

とすること。議論の一環として原稿の相互添削を取り入れる。最終的には修士論文１章分相当の文章（10,000 字程度）を提出して

もらう。単位修得とは無関係に，比較文明学専攻の院生であるからには，この授業には出席するようにしてほしい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス（第１回-1） 

2. ガイダンス（第１回-2） 

3. 研究交流会（第２回-1） 

4. 研究交流会（第２回-2） 

5. 報告と議論（第３回-1） 

6. 報告と議論（第３回-2） 

7. 報告と議論（第４回-1） 

8. 報告と議論（第４回-2） 

9. 報告と議論（第５回-1） 

10. 報告と議論（第５回-2） 

11. 報告と議論（第６回-1） 

12. 報告と議論（第６回-2） 

13. 総括（第７回-1） 

14. 総括（第７回-2） 

 

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

各自の報告準備が当然必要。そのほかは履修登録後に指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/議論への参加度(30%)/提出物(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

プリントなどを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業中に紹介する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

隔週４・５時限連続で行う。日程の設定については院生室前の掲示やメーリングリストを通じて周知する。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ106／現代文明学特殊研究 ６ 

(Research on Contemporary Civilizations 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
境界論 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

原典を読みこなす読解力の養成。日本近代史の通史的理解。修士論文執筆に必要な能力の涵養 

 

授業の内容（Course Contents） 

名著とされる評論や学術論文の精読。作家の政治評論など、従来の作家イメージとはことなる文献や、名著とされる思想的著作

に触れて、日本近代を考える。同時に、論理展開を追跡することにより、論文の構想力を学ぶ。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. 夏目漱石「現代日本の開化」他精読 

3. 福沢諭吉『文明論之概略』の部分精読 

4. 中江兆民『三酔人経綸問答』の部分精読 

5. 石川啄木「時代閉塞の現状」他精読 

6. 与謝野晶子の政治評論 精読 

7. 山川菊枝の政治評論 精読 

8. 柳田國男『明治大正史世相篇』の部分精読 

9. 前田愛『近代読者の成立』より２、３を精読 

10. 前田愛『近代読者の成立』より２、３を精読 

11. 橋川文三「昭和超国家主義の諸相」精読 

12. 石田雄『日本の社会科学』の部分精読 

13. 久野収・鶴見俊輔『現代日本の思想』部分精読 

14. 全体を振り返って討論 

 

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

全員が事前にテキストを熟読し、質問やコメントを考えてくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(40%)/授業参加度(60%) 

全出席が前提である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 三好行雄編、1986、『漱石文明論集』、岩波文庫 

2. 前田愛、2001、『近代読者の成立』、岩波現代文庫 

3. 鈴木裕子編、1990、『山川菊栄評論集』、岩波文庫 

4. 石川啄木、1978、『時代閉塞の現状 食うべき詩』、岩波文庫 

5. 鹿野政直他編、1985、『与謝野明子評論集』、岩波文庫 

テキストはコピーを配布する。使用テキストが本欄に書ききれないので、下記の参考文献欄に記載している。 

 

参考文献（Readings） 

1. 中江兆民、1965、『三酔人経綸問答』、岩波文庫 

2. 柳田國男、1993、『明治大正史世相篇』、講談社学術文庫 

3. 福沢諭吉、1995、『文明論の概略』、岩波文庫 

4. 橋川文三、1964、『昭和超国家主義の諸相（近代日本思想体系３１）』、筑摩書房 

5. 石田雄、1984、『日本の社会科学』、東京大学出版会 

6. 久野収・鶴見俊輔、1956、『現代日本の思想』、岩波新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JJ107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ107／現代文明学特殊研究 ７ 

(Research on Contemporary Civilizations 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化変容論 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

２０世紀の視聴覚メディアは、ひとびとの「視線」を新たなやり方で構造化した。そのプロセスを追うことは２１世紀のメディア環境に

ついて考えるのにも有効である。本講義ではアン・フリードバーグの『ウィンドウ・ショッピング』を教科書として、視覚文化（および

ジェンダー化された観客）を分析するための基本的な枠組みを習得する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

担当者は毎回レジュメ作成（教科書の読解＋引用文献の読解）。その後でディスカッション。各自の積極的な参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション 

2. テクストの読解＆討議 

3. テクストの読解＆討議 

4. テクストの読解＆討議 

5. テクストの読解＆討議 

6. テクストの読解＆討議 

7. テクストの読解＆討議 

8. テクストの読解＆討議 

9. テクストの読解＆討議 

10. テクストの読解＆討議 

11. テクストの読解＆討議 

12. テクストの読解＆討議 

13. テクストの読解＆討議 

14. テクストの読解＆討議 

 

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

担当者はレジュメを作成。書中で引用されている文献にもあたってもらう。他の受講者もテクストを精読してくること。  

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

授業への参加度(50%)/発表内容(50%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. アン・フリードバーグ、2008、『ウィンドウ・ショッピング』、松柏社 (ISBN:9784775401514) 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ108／現代文明学演習 １ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
海域アジア史の創成 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

海域アジア史を史料に基づいて検討する。 

履修者の個別テーマを深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

モンゴル帝国から清代までを対象にして、『日本一鑑』などの史料を読みながら、考察を深める。あわせて、履修者の研究テーマ

について、構想の発表、研究文献の検討、史料の読解を進める。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 海域アジア史の到達点を確認する 

2. 海域アジア史の展望を拓く 

3. 海域アジア史と史料 

4. 各自の研究構想  

5. 各自の研究構想 

6. 『日本一鑑』の読解  

7. 『日本一鑑』の読解  

8. 研究文献分析 

9. 研究文献分析 

10. 『日本一鑑』の読解  

11. 『日本一鑑』の読解  

12. 『日本一鑑』の読解  

13. 史料リスト作成 

14. 海域世界の変容 

 

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

史料読解については、報告者以外の全員が事前に準備すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

史料読解レポート（数回）(40%)/口頭発表(40%)/授業時の積極的な発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 上田信、2005、『海と帝国』、講談社 (ISBN:978-4-06-274059-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 上田信、2013、『シナ海域蜃気楼王国の興亡』、講談社 (ISBN:978-4-06-218543-1) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ109／現代文明学演習 ２ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジュディス・バトラーの『権力の心的な生』を精読する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

バトラーの『権力の心的な生』を精読し、主体化＝服従化 subjection のメカニズムについて考える。報告者は毎回レジュメを作成

すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス、分担決定 

2. 主体化＝服従化／従属化をめぐって 

3. 〈不幸な意識〉をめぐるヘーゲル再読（ヘーゲルと自己隷属化の生産）（１） 

4. 〈不幸な意識〉をめぐるヘーゲル再読（ポスト・ヘーゲル的主体化＝服従化）（２） 

5. 疚しい良心の回路（ニーチェとフロイト） 

6. 服従化、抵抗、再意味化（フロイトとフーコー） 

7. アルチュセールによる主体化＝服従化（１） 

8. アルチュセールによる主体化＝服従化（２） 

9. メランコリー的ジェンダー／拒否される同一性（１） 

10. メランコリー的ジェンダー／拒否される同一性（２） 

11. 精神の始原──メランコリー、両価性、怒り（１） 

12. 精神の始原──メランコリー、両価性、怒り（２） 

13. 主体化＝服従化の装置としての禁止の法 

14. 全体の総括 

 

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

受講者は必ずテクストを事前に精読したうえで授業に臨むこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習・議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジュディス・バトラー、2012、『権力の心的な生──主体化＝服従化に関する諸理論』、月曜社 (ISBN:978-4-901477-95-6) 

 

参考文献（Readings） 

1. ジュディス・バトラー、『自分自身を説明すること』、月曜社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ110／現代文明学演習 ３ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ジュディス・バトラーの『ジェンダー・トラブル』を精読する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

前半では竹村和子によるバトラー解読を手がかりに、バトラー理論の全体像を把握する。後半では『ジェンダー・トラブル』を精読

し、バトラーのフェミニズム理論枠を学ぶ。報告者は毎回レジュメを用意すること。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 全体のガイダンス、分担決定 

2. 異性愛のマトリクス／ヘゲモニー（『ジェンダー・トラブル』） 

3. いかにして理論で政治をおこなうか（『触発する言葉』） 

4. 生存／死に挑戦する親族関係（『アンティゴネーの主張』） 

5. 未来のバトラーとの対話に向けて 

6. デリダの贈与──脱構築／ポリティックス／ポスト性的差異 

7. 〈セックス／ジェンダー／欲望〉の主体（１）──「女」とは何か、「主体」とは何か 

8. 〈セックス／ジェンダー／欲望〉の主体（２）──アイデンティティの罠 

9. 禁止、精神分析、異性愛のマトリクスの生産（１）──構造主義の危うい交換・ラカンの曖昧な構造 

10. 禁止、精神分析、異性愛のマトリクスの生産（２）──ジェンダーの複合性、メランコリーの構造 

11. 撹乱的な身体行為（１）──ジュリア・クリステヴァとフーコーをめぐって 

12. 撹乱的な身体行為（２）──モニク・ウィティッグ＆パヴォーマティヴィティをめぐって 

13. パロディから政治へ 

14. 全体の総括 

 

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

受講者はテクストを事前に読んでくることを前提とする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

演習・議論への参加度(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. ジュディス・バトラー、1999、『ジェンダー・トラブル』、青土社 (ISBN:4-7917-5703-3) 

 

参考文献（Readings） 

1. 竹村和子、2013、『境界を攪乱する』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ111／現代文明学演習 ４ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明時空論 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化生態学的・生態人類学的観点にたった研究の方法論を理解・実践する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

現場の問題発見と解決のための文化生態学および生態人類学の方法論について国内外の論文を精読し，問題設定，方法，分

析手法を学ぶ。 

参加者と取り上げる主要学術誌および基本的専門書を検討し，分担を決め，毎回の発表を行い，研究分野の基礎から自分自身

の研究の構想を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 文化研究の課題と展望１／文献紹介と説明 

2. 文化研究の課題と展望２／同上 

3. 研究課題の設定と研究レビュー１／各自の発表と議論 

4. 研究課題の設定と研究レビュー２／同上 

5. 研究課題の設定と研究レビュー３／同上 

6. データ収集方法の検討１／各自の発表と議論 

7. データ収集方法の検討２／同上 

8. データ収集方法の検討３／同上 

9. 分析方法の検討１／各自の発表と議論 

10. 分析方法の検討２／同上 

11. 分析方法の検討３／同上 

12. 図表表現と説明１／各自の発表と議論 

13. 図表表現と説明２／同上 

14. 図表表現と説明３／同上 

 

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

関連分野の専門雑誌の論文を積極的に読み，専門分野の知識と研究史を蓄積する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表内容(30%)/発表レポート(40%)/授業参加態度(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

適宜指示する 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ112／現代文明学演習 ５ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界観論 

担当者名 

（Instructor） 
齋藤 元紀(SAITO MOTOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

ハンス・ロベルト・ヤウス『挑発としての文学史』を読み解き、従来の文学・芸術研究、文学史・芸術史研究に対して本書で提起さ

れた新たな「受容美学」の意義と射程について学び、みずから哲学的に思考しうる力を身につけることをめざす。 

 

授業の内容（Course Contents） 

従来の文学・芸術研究、文学史・芸術史研究においては、作者とその作品に焦点をあてたいわば「作家論」「作品論」が中心とさ

れてきたが、それに対して、作品を受容する読者・受容者に焦点をあてる「受容美学」が 1960 年代末に登場し、新たな理論的潮

流の一角を形づくった。その嚆矢となった書物が、ヤウスの『挑発としての文学史』である。この理論の誕生の背景には、言語学、

修辞学、解釈学等の諸分野において、伝統的な歴史意識を刷新する新たな歴史意識への注目が控えている。この授業では、ヤ

ウスの『挑発としての文学史』を読み解き、人文学研究における「受容美学」の理論的意義と射程を学ぶとともに、それを支える哲

学的思考力を身につけることを目指す。日本語訳を基本とするが、ドイツ語での参加も歓迎する。議論を中心とする授業なので、

受講者の積極的な参加を期待する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入①受容美学と伝統的文学・文学史研究との差異 

2. 導入②受容美学の意義と射程 

3. 『挑発としての文学史』読解①文学史における歴史と美学 

4. 『挑発としての文学史』読解②マルクス主義的方法とロシア・フォルマリズム的方法への批判 

5. 『挑発としての文学史』読解③受容美学の視点 

6. 『挑発としての文学史』読解④受容美学の歴史性 

7. 『挑発としての文学史』読解⑤芸術時代の終焉における文学革命の再検討（１）スタンダール 

8. 『挑発としての文学史』読解⑥芸術時代の終焉における文学革命の再検討（２）ユゴー 

9. 『挑発としての文学史』読解⑦芸術時代の終焉における文学革命の再検討（３）ハイネ 

10. 『挑発としての文学史』読解⑧諸学における受容概念の意義 

11. 『挑発としての文学史』読解⑨哲学における受容概念の位置 

12. 『挑発としての文学史』読解⑩18 世紀から 19 世紀の思想における受容概念の位置 

13. 『挑発としての文学史』読解⑪現代文学・美学における受容概念の重要性 

14. 総まとめ 

 

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

議論を深めるため、毎回事前にテキストを読み、その意味を自分なりにひととおり理解したうえで参加すること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

訳読報告(35%)/出席および議論参加度(65%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. H. R. ヤウス著、1999 年、『挑発としての文学史』(岩波モダンクラシックス)、岩波書店 (ISBN:4000264036) 

2. Hans Robert Jauss. 1970. Literaturgeschichte als Provokation. Suhrkamp (ISBN:3518104187) 

 

参考文献（Readings） 

1. ヴォルフガング・イーザー、1982、『行為としての読書――美的作用の理論』（岩波現代選書)、岩波書店 (ISBN:400004737X) 

2. R. C. ホルブ、1986、『「空白」を読む――受容理論の現在』、勁草書房 (ISBN:4326151730) 

3. ヴォルフガング・イーザー、2006、『解釈の射程――“空白”のダイナミクス』、法政大学出版局 (ISBN:4588008579) 

4. ヴォルフガング・イーザー、2007、『虚構と想像力――文学の人間学』、法政大学出版局 (ISBN:4588007947) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 



 - 214 - 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ114 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ114／現代文明学演習 ７ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界観論 

担当者名 

（Instructor） 
河原 啓子(KAWAHARA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

考察力を向上させ、自己の見解を論理的に表現する力を養う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

西垣通『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』を読みながら、現代社会を見つめてゆく。ビッグデータ時代の到来によ

って、社会はどのように変化するのか。人工知能（AI）、ディープラーニングの登場、そして進化した AIが 2045 年に人間の知性を

超えるシンギュラリティ予測、人間と AIはどこへ向かうのか。知識増幅と集合知を駆使することによる未来とは？テクスト講読を

踏まえて、自己の現代的視点を交えながら読解してゆく。考察の過程を受講生の間で共有し、ディスカッションする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス 

2. 文献講読、プレゼンテーション(1) 

3. 文献講読、プレゼンテーション(2） 

4. 文献講読、プレゼンテーション(3) 

5. 文献講読、プレゼンテーション(4) 

6. 文献講読、プレゼンテーション(5) 

7. 文献講読、プレゼンテーション(6) 

8. 文献講読、プレゼンテーション(7) 

9. 文献講読、プレゼンテーション(8) 

10. 文献講読、プレゼンテーション(9) 

11. 文献講読、プレゼンテーション(10) 

12. 文献講読、プレゼンテーション(11) 

13. 文献講読、プレゼンテーション(12) 

14. 総括 

 

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

自己の研究の充実を目指し、さまざまな文献を読み、考察し、執筆する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(30%)/授業への参加度(40%)/プレゼンテーション(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 西垣通、2016、『ビッグデータと人工知能 可能性と罠を見極める』、中央公論新社 (ISBN:ISBN978-4-12-102384-1) 

 

参考文献（Readings） 

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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■JJ115 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ115／現代文明学演習 ８ 

(Seminar on Contemporary Civilizations 8) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
世界観論 

担当者名 

（Instructor） 
松本 秀士(MATSUMOTO HIDESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

「気」の思想という中国文学の基底に位置する世界観を中国古典籍諸資料から多角的に解読する。解読にあたっては，漢文訓読

法を用いるが，適宜，現代中国における研究資料も参照する。また、古典籍の解読とあわせて，今日的意義を有機的に考察す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

中国古典籍として，道家に分類される『老子』，法家に分類される『管子』，および医家に分類される『素問』等から，注釈等を含め

て，数篇ずつを選び,受講者の輪読による発表を中心に，討論形式にて検討する。発表者以外もあらかじめ提示されたキーワード

等についてリサーチして，その今日的射程を含めた議論に参加する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス・概論 

2. 『老子』より（一） 

3. 『老子』より（二） 

4. 『老子』より（三） 

5. 『管子』より（一） 

6. 『管子』より（二） 

7. 『管子』より（三） 

8. 中間発表 

9. 『素問』より（一） 

10. 『素問』より（二） 

11. 『素問』より（三） 

12. 『素問』より（四） 

13. 『素問』より（五） 

14. 総括 

 

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

輪読担当者は訓読，語釈等をまとめて発表に備え，それ以外の受講者は各回に指定されたキーワードについてリサーチしして討

論に備える。学習した事項は各自まとめて，適宜追加のリサーチを加え，理解を深めた上で中間発表、および最終レポートに備

える。   

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/中間発表(20%)/輪読担当による発表(20%)/授業における発言(20%) 

 

テキスト（Textbooks） 

配布の資料を使用する 

 

参考文献（Readings） 

1. 高明、1996、『新编诸子集成:帛书老子校注』、中华书局 (ISBN:9787101013436) 

2. 韩永和、2007、『老子传统生命学解析』、中国医药科技出版社 (ISBN:9787506736466) 

3. 黎翔凤、2015、『新编诸子集成:管子校注』、中华书局 (ISBN:9787101024838) 

4. 池万兴、2015、『先秦文化和《管子》研究』、人民出版社 (ISBN:9787010145198) 

5. 王洪图、1997、『黄帝内经研究大成(上中下)』、北京出版社 (ISBN:9787200029918) 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 
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注意事項（Notice） 
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■JJ118 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ118／文明工学特殊研究 １ 

(Research on Civilization Technology 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化経済論 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

沖縄表象に関わる文芸作品や評論の精読を通じて、書き手のスタンスや時代背景を読み解く。あわせて論文執筆に必要な批判

力・描写力を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

非沖縄人による、沖縄を描いた文芸作品や評論の精読。受講者からの要望があれば、間に修士論文の中間報告と指導も入れ

る。とりあげるのは比較的古い作品とする。火野葦平、佐木隆三、竹中労、岡本太郎など。後半に一人一回、描かれた沖縄に関

する報告を行う。（テーマは各自で設定）。詳しくは授業の初回に説明する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. ガイダンス、分担決定とテキスト配布 

2. テキスト精読 

3. テキスト精読 

4. テキスト精読 

5. テキスト精読 

6. テキスト精読 

7. テキスト精読 

8. テキスト精読 

9. テキスト精読 

10. テキスト精読 

11. 各自のテーマによる報告 

12. 各自のテーマによる報告 

13. 各自のテーマによる報告 

14. 授業のまとめと討論 

 

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

指定テキストを熟読し、質問やコメントを考えてくる。指定された日程に報告すべく、各自でテーマを決めて調査や文献収集を行

い、報告の準備をする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

報告(50%)/授業参加度(50%) 

全出席が前提である。 

 

テキスト（Textbooks） 

1. 火野葦平、1958、『火野葦平選集』、東京創元社 

2. 西村京太郎編、1986、『沖縄ミステリー傑作選』、河出文庫 

3. 溝上泰子、1986、『受難島の人びと』、影書房 

4. 広津和郎、1971、『さまよへる琉球人『現代日本文学大系 46』』、筑摩書房 

5. 岡本太郎、2002、『沖縄文化論』、中公叢書 

テキストはコピーを配布する。使用テキストは上記に書ききれないので、参考文献欄にも記載。 

 

参考文献（Readings） 

1. 東峰夫、『オキナワの少年（参考文献 4 所収）』 

2. 知念正真、『人類館（参考文献 4 所収）』 

3. 久住ふさ子、2001、『滅びゆく琉球女の手記（参考文献 4 所収）』、世織書房 

4. 岡本恵徳・他編、2003、『沖縄文学選：日本文学エッジからの問』、勉誠出版 

5. 目取真俊、2001、『沖縄/草の声・根の意志』、世織書房 

 



 - 219 - 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ122 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ122／文明工学特殊研究 ５ 

(Research on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化施設経営論 

担当者名 

（Instructor） 
岩渕 潤子(IWABUCHI JUNKO) 

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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化施設の運営に資する情報デザイン、及び、地域型アートイベントについての動向を理解し、より効果的に発展させていくため

の提案を行う。昨今のソーシャル・メディアの利活用を前提とするハリウッド型のコンテンツ・マーケティングについて事例を研究

し、議論する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

文化施設を廻る環境は、いつの時代も、国力の盛衰と共にめまぐるしい変化にさらされてきた。現代の日本社会の中で可能な芸

術支援のあり方を検証する。また、文化施設といえども避けて通ることのできない情報化について、ウェブを活用した顧客情報分

析、ソーシャル・メディアの使い方など、文化施設の運営に資する情報デザインを検証する。新聞・雑誌の記事、ウェブなどの資料

を議論の素材として準備し、全員参加で討論を進めていく。経済効率の改善が文化施設の運営、芸術活動の発展とどう関係する

のかを中心に議論したい。非営利の芸術だけでなく、商業芸術のあり方についても議論する。 

授業予定日：８月１、２、３、４日 なお、詳細については登録前に必ず学部事務１課経由で担当者に連絡をとるようお願いします。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. アートマネジメントとは何か？ 芸術と商業芸術のマネジメントの違いについて 

2. 非営利のためのアートマネジメント：美術館の場合 

3. 非営利のためのアートマネジメント：オペラ、オーケストラ、バレエについて。組織運営と施設運営の違い 

4. 非営利のためのアートマネジメント：観客を維持し、増やすための教育プログラムについて 

5. 非営利のためのアートマネジメント：予算の成り立ち・・・日米欧の違い 

6. 商業的なアートマネジメント；映画と商業演劇・・・日米欧の違い 

7. 商業的なアートマネジメント；世界各地の映画祭、演劇祭の意味すること 

8. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの I （人材育成） 

9. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの II （配給システム） 

10. 商業的なアートマネジメント；ハリウッドの意味するもの III （マーケティングとマーチャンダイジング） 

11. 映画産業を支える周辺のシステム：フィルムコミッションの意味するところ 

12. エンタメ産業を支えるファン・ベースト・マーケティングとコンベンション 

13. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

14. アートマネジメントに資する情報デザイン：ソーシャル・メディアをどう使いこなすか 

 

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

授業内で指示する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/最終レポート以外の課題(30%)/平常点(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

必要に応じて関連 URLを予め告知、コピー資料を配布。都内美術館・博物館での展覧会見学なども行う予定。 

 

参考文献（Readings） 

1. 岩渕潤子、2014、『ヴァティカンの正体』、筑摩書房 

2. 岩渕潤子、2004、『美術館で愛を語る』、PHP新書 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

http://agrospacia.com/ 

 

注意事項（Notice） 

 



 - 221 - 

■JJ123 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ123／文明工学特殊研究 ６ 

(Reserach on Civilization Technology 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文明表象論 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

人間を話す生き物としてとらえることから出発するドグマ人類学の概要を学び、言語とイメージとの「表象の生」を生きる存在とし

て人間を捉え直すことで、新しい人類学的視点を身につける。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ドグマ人類学の概要をたどりながら、人間の生における言葉とイメージの役割を考える。そしてそこから、宗教・政治・経済と分化

している人間の活動領域の分節を考え、それをもとにドグマ人類学のいくつかの特徴的な貢献にあたってみる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 哲学と人類学 

2. 人類学の変容 

3. ドグマとは何か？ 

4. 話す生き物としての人間 

5. 言葉と生存 

6. 言葉とイメージ 

7. 宗教的なもの 

8. 政治的なもの 

9. 経済的なもの 

10. ルジャンドルの仕事 

11. ドグマ人類学１ 

12. ドグマ人類学２ 

13. ドグマ人類学３ 

14. まとめ 

 

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

指定の参考書を読み、関連の DVD を見る。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. ルジャンドル、『西洋が西洋について見ずにいること』、以文社 

2. ルジャンドル、『真理の帝国』、平凡社 

3. ルジャンドル、『ドグマ人類学総説』、平凡社 

4. 西谷修、『理性の探求』、岩波書店 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ125 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ125／文明工学演習 ２ 

(Seminar on Civilization Technology 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化形態論 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文化形態考察のベースをピエール・ルジャンドルの「ドグマ人類学」に求め、「表象の生」とその「継承」を内側から構造生成的に

考える視点を身につけるとともに、言語的「解釈」の知的訓練を行う。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ピエール・ルジャンドルの『伝承の高価な対象――西洋における系譜的原理の研究』（L'innestimable objet de la transmission）お

よび『テクストとしての社会』（La societe comme texte）を読み、それに基づいて各テーマを議論する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「生を制定する」 

3. つづき 

4. 系譜原理と権力 

5. つづき 

6. 継承という営み 

7. つづき 

8. 主体形成と社会化 

9. 再生産原理としての経済 

10. つづき 

11. 儀礼の機能 

12. つづき 

13. 観光産業 

14. まとめ 

 

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

時間外学習：授業で指示した資料、参考文献にあたり、回ごとのまとめを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. P.Legendre. 1993. L'innestimable objet de la transmission. Fayard 

P. Legendre, La societe comme texte (photocopie) 

 

参考文献（Readings） 

授業でテーマごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ126 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ126／文明工学演習 ３ 

(Seminar on Civilization Technology 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
表象文化論 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

イメージと言語を介した生を「表象の生」という。「表象文化」をたんにイメージと言語の芸術としてではなく、「表象の生」を生きる

人間の根本的あり方の表出＝分有としてとらえ、その歴史的展開と意味を把握する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ジョルジュ・バタイユ、エマニュエル・レヴィナス、ピエール・ルジャンドル等のテクストを参照しながら、上記の課題について逐次検

討する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. バタイユとその時代 

3. つづき 

4. 現代存在論と芸術 

5. つづき 

6. ルジャンドル「表象の生」 

7. つづき 

8. 芸術の近代 

9. 写真と映画（イメージ体験の変容） 

10. つづき 

11. 現代アートの諸相 

12. つづき 

13. つづき 

14. まとめ 

 

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

授業で指示した資料、参考文献にあたり、回ごとのまとめを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

初回に文献リストを配布、各回、必要な参考資料を指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ128 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ128／文明工学演習 ５ 

(Seminar on Civilization Technology 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文化保存再生論 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

一般に文化的形態の諸要素として扱われる宗教・歴史観・認識論・思考様式等を、メディア化された現代社会との関係で再検討

し、集合的存在としての人間のコミュニケーションを再考することで、文化再生保存の意味と様相を独自の視点から明かにする。 

 

授業の内容（Course Contents） 

ピエール・ルジャンドルの「ドグマ人類学」、ジャン=ピエール・デュピュイの著作、加えてハイデガーの「技術論」などを参照しなが

ら、とくに「破局の後」を念頭に上記の課題について逐次検討する。。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. 「宗教」とは何か？ 

3. つづき（キリスト教の規定性） 

4. つづき（さまざまな宗教、日本の場合） 

5. 「世俗化」とは？ 

6. 「歴史」とは何の謂いか？ 

7. 歴史と科学（近代知の規範性） 

8. 「科学」という知 

9. 「近代」という時代または構え 

10. 技術・産業・市場システム 

11. サイバネティクスと「知のデジタルシフト」 

12. 「共同存在」としての人間 

13. 「人文知」と「ポスト・ヒューマン」 

14. 自由討論 

 

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

授業で指示した資料、参考文献にあたり、回ごとのまとめを作成する。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テクストは必要部分のコピーを配布する。 

 

参考文献（Readings） 

授業でテーマごとに指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ132 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ132／言語多文化学特殊研究 １ 

(Research on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文明論 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

クレオール世界の研究を通じて、複合文化社会形成の典型例を学び、その現代的意義を理解する。同時に、言語の「造形的」役

割、さらにはその「メディア性」についての理解を深める。 

 

授業の内容（Course Contents） 

フランス語圏カリブ海を例に、クレオール社会の形成をたどり、その生成的・構造的特徴を解説する。それをベースに、表現作品

をとりあげてクレオールの具体的な特徴について分析する。そのさい、言語の意識形成的役割や、その「社会性」のもつ役割、つ

まりは「メディア性」についても、現代のメディア論の成果を踏まえながら、踏み込んで考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 言語学的アプローチ 

2. 世界化の端緒とクレオールの発生 

3. クレオール世界１ 

4. クレオール世界２ 

5. 二つのアメリカ 

6. Ｅ・グリッサンについて 

7. グローバル化とクレオール化 

8. さまざまなクレオール 

9. 文学の意味 

10. 作品研究１ 

11. 作品研究２ 

12. 作品研究３ 

13. 作品研究４ 

14. まとめ 

 

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

指定した本を読む。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加(30%)/発表(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

1. シャモワゾー／コンフィアン、『クレオールとは何か』、平凡社 

2. ロレト・トッド、『ピジン・クレオール入門』、大修館書店 

3. 中村隆之、2013、『カリブ世界論』、人文書院 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ133 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ133／言語多文化学特殊研究 ２ 

(Research on Language and Multiculturalism 2) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文明論 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

言語文明論とは，言語と文明の相互関係を，言語とそれの上に展開される思想との関係から考える科目である。本年度の授業

では，イギリスの流れをくむアメリカ合衆国の哲学思想の一つを取り上げ，英語圏哲学特有の経験主義，功利主義，論理主義，

実証的科学主義，などの発想がテキストの基底を構成している仕方を具体的に確認する。検討方法は，授業担当者が依拠する

主にドイツ語圏で展開されてきた解釈学 Hermeneutik (hremeneutics)である。テキストの英語圏思想とドイツ語圏思想との発想の

違いも自覚する。当然，われわれ日本語圏の発想との比較もできるようになることが目標である。 

 

授業の内容（Course Contents） 

Robert Nozick(1938～2002)の"Anarchy, State, and Utopia "Blackwell, 1974 から抜粋したテキストを読む。担当教員の考え方(解

釈学)および日本の社会構造＝世間を考慮すると，現代アメリカの哲学でいえば共同体主義 communitarianismに近い発想で社

会を再構築する理論形成が目標となる。これまで本授業では Michael Sandel の共同体主義と John Rawls のリベラルな合理的

「正義」論の対比を扱ってきたが，今年度はいよいよグローバル化する現代世界に多大な影響を与えているリバタリアニズム

libertarianismの Nozick を対象にする。社会契約説の初期に検討された自然状態や，初期資本主義時代の夜警国家などの概念

を彷彿とさせるリバタリアンの最小国家 minimal state概念，さらには，それを成立させる自由論や私的所有論などを，解釈学的

見地から検討する。そしてそれを通じて，現在行き詰まり状態に陥っている日本の共同体運営を再構築する手がかりを探したい。

リバタリアンの発想がなぜアングロサクソン文化圏から出現するのか，アングロサクソン文化が日本を含めた他の文化圏におい

てどのような妥当性を持ち得るか、興味は尽きない。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 入門：問題意識の開陳。解釈学の発想法と共同体主義。アメリカの政治哲学について 

2. テキスト読解と検討（１） 

3. テキスト読解と検討（２） 

4. テキスト読解と検討（３） 

5. テキスト読解と検討（４） 

6. テキスト読解と検討（５） 

7. テキスト読解と検討（６） 

8. テキスト読解と検討（７） 

9. テキスト読解と検討（８） 

10. テキスト読解と検討（９） 

11. テキスト読解と検討（１０） 

12. テキスト読解と検討（１１） 

13. テキスト読解と検討（１２） 

14. まとめと反省 

 

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

テキストは英語である。毎回，どこが当たるかわからない方式で英語を読んでゆく。必ず次回に読解して検討するテキスト部分を

詳細に調べて予習してくる必要がある。出席者全員が同じレベルでテキストを読んでくることになる。参考関連文献の検討も適宜

宿題として課されることがある。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終レポート(Final Report)(40%)/授業参加度(30%)/討議・発言の内容(30%) 

 

テキスト（Textbooks） 

テキストはプリントで配布する。 

 

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)） 

自分の研究テーマと関連付け，テーマの視野を広げるという姿勢で参加することが望ましい。 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ136 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ136／言語多文化学特殊研究 ５ 

(Research on Language and Multiculturalism 5) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸文明論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芥川賞を読む。日本を代表する文学賞である芥川賞を、第一回から順に、毎週、読むこと。 

 

授業の内容（Course Contents） 

できれば受賞作だけではなく、候補作にも目を通したいが、あくまでも可能な範囲だろう。ただ、当時の社会情勢や風俗に関して

も、できるだけ、補足して理解の一助としたい。該当作ナシの回は割愛する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第一回 石川達三『蒼氓』 

2. 第三回 小田嶽夫『城外』 鶴田和也『コシャマイン記』 

3. 第四回 石川淳『普賢』 冨沢有為男『地中海』 

4. 第五回 尾崎一雄『暢気眼鏡 他』 

5. 第六回 火野葦平『糞尿譚』 

6. 第七回 中山義秀『厚物咲』 

7. 第八回 中里恒子『乗合馬車 他』 

8. 第九回 半田義之『鶏騒動』 長谷健『あさくさの子供』 

9. 第十回 寒川光太郎『密獵者』 

10. 第十二回 櫻田常久『平賀源内』 

11. 第十三回 多田裕計『長江デルタ』 

12. 第十四回 芝木好子『青果の市』 

13. 第十六回 倉光俊夫『連絡員』 

14. 第十七回 石塚喜久三『纏足の頃』 

 

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

芥川賞草創期の作品を読むため、同時代の資料にあたってくるのが基本的な予習。授業の後、補足的に課題を出すことがある

かもしれない。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

レポート(40%)/出席および参加態度(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ137 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ137／言語多文化学特殊研究 ６ 

(Research on Language and Multiculturalism 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸文明論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

芥川賞を読む。春学期に続いて、日本を代表する新人作家に与えられる芥川賞の歴史を、具体的な作品に即しながら読み続け

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

第二次世界大戦、真っただ中でも芥川賞はきちんと出された。そのことの意義や、あるいは作品への影響など、社会背景を意識

した読解を心がけたい。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 第十八回 東野邊薫『和紙』 

2. 第十九回 八木義徳『劉廣福』 小尾十三『登攀』 

3. 第二十回 清水基吉『雁立』 

4. 第二十一回 小谷剛『確証』 由起しげ子『本の話』 

5. 第二十二回 井上靖『闘牛』 

6. 第二十三回 辻亮一『異邦人』 

7. 第二十五回 安部公房『壁』 石川利光『春の草他』 

8. 第二十六回 堀田善衛『広場の孤独・漢奸その他』 

9. 第二十八回 五味康祐『喪神』 松本清張『或る「小倉日記」伝』 

10. 第二十九回 安岡章太郎『悪い仲間・陰気な愉しみ』 

11. 第三十一回 吉行淳之介『驟雨・その他』 

12. 第三十二回 小島信夫『アメリカン・スクール』 庄野潤三『プールサイド小景』 

13. 第三十三回 遠藤周作『白い人』 

14. 第三十四回 石原慎太郎『太陽の季節』 

 

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

比較的現在の私たちの読書経験の範囲に収まる作品が多く、社会背景だけではなく、メディアミックスの問題も予習の範囲に。復

習は、他の候補作への目配りで十分かと思われます。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(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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■JJ138 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ138／言語多文化学特殊研究 ７ 

(Research on Language and Multiculturalism 7) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
文芸社会論 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

文学作品や芸術作品が社会とどのような関係を取り結んでいるのかを、さまざまな作品の分析を通して読み解く力を養う。また、

そうした分析の成果をふまえ、現在社会に対して自分自身が感じ考えていることを明確に、かつ論理的に表現することも目指され

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

さまざまな文学作品を読むことで、それらが同時代の世界の諸問題に対してどのように応答しているのかを検討する。担当者は

レジュメおよび原稿を作って口頭発表を行なう。授業では、その発表にもとづいて、参加者全員が積極的に議論に参加することが

要求される。また、発表者は担当した作品について批評的な文章を書くことが求められる。 

扱うテクストは基本的に日本語で読めるものとする。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. イントロダクション（問題提起） 

2. 報告と議論（1） 

3. 報告と議論（2） 

4. 報告と議論（3） 

5. 報告と議論（4） 

6. 報告と議論（5） 

7. 報告と議論（6） 

8. 報告と議論（7） 

9. 報告と議論（8） 

10. 報告と議論（9） 

11. 報告と議論（10） 

12. 報告と議論（11） 

13. 報告と議論（12） 

14. まとめ 

 

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

授業中に適宜指示される参考図書を読んでくること。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

議論への参加度(30%)/報告内容(30%)/報告資料および制作物(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

授業中に指示する。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ139 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ139／言語多文化学演習 １ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 1) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語政治論 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO 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） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

渡部直己編『日本批評大全』（河出書房新社）から、日本の批評を代表するテキストを読解する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

日本近代と現代を代表する批評的散文、あるいは批評文を毎回一篇選び、精読していくが、現代に近いところから遡行する形

で、明治へと向かっていくことにする。つまり、現代を最重要と捉えて、そこから時代をさかのぼる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 柄谷行人『日本近代文学の起源』 

2. 蓮実重彦『夏目漱石論』 

3. 中上健次『紀州』 

4. 中平卓馬『決闘写真論』 

5. 高橋悠治『小林秀雄『モオツァルト』読書ノート』 

6. 秋山駿「彼等はドブネズミのようだった」 

7. 三島由紀夫『文化防衛論』 

8. 稲垣足穂『少年愛の美学』 

9. 入沢康夫『詩の構造についての覚え書』 

10. 江藤淳『成熟と喪失』 

11. 宮川淳『鏡・空間・イマージュ』 

12. 土方巽「刑務所へ」 

13. 丸山眞男『日本の思想』 

14. 吉本隆明「前世代の詩人たち」 

 

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

分厚い書物には抄録されているだけのものも多いので、復習として可能な限り、全巻を通読することをお勧めする。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(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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■JJ141 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ141／言語多文化学演習 ３ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 3) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
白と黒のモダニズム １ 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

 極めて個人的なヴィジョンを展開するとともに、社会や政治状況への批判的レスポンスに富んだモダニズム小説の重層性を学

ぶ。春学期のセクションでは、20世紀アメリカ作家の多くに影響を与えた Gertrude Stein の代表作を精読し、その特徴を把捉す

る。 

 

授業の内容（Course Contents） 

 本講は、モダニスト作家の作品を読み、彼らが描こうとした人間像と社会像の検証を行うことを目的としている。ここで検討する

Gertrude Stein は、白人盛期モダニストの主要人物でありながら、その作風ゆえ、アメリカでの受容はスムーズではなかった。近

年では、彼女の国際的越境の経験や、性的指向およびマージナルな自己認識の検証から研究が進んでいるが、こうした人物の

主体性と物語の歴史性との相剋を考えてみたい。 

 受講者は、本講を通して得た知識を援用し、各自、出版を目指した完成度の高い研究論文を作成することが望まれる。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 授業内容、テクストの説明 

2. “Composition as Explanation" 

3. Tender Buttons  (1) 

4. Tender Buttons (2) 

5. Tender Buttons (3) 

6. Three Lives (1) 

7. Three Lives (2) 

8. Three Lives (3) 

9. Three Lives (4) 

10. “The Gradual Making of the Making of Americans" (9) 

11. Q.E.D. (1) 

12. Q.E.D. (2) 

13. Q.E.D.  (3) 

14. “Three Portraits of Painters" 

 

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

 初回に配布する詳細な学習計画に基づき、必ず予習をして授業に臨むこと。初回には、発表ならびにアジェンダセッティング、

ディスカッションリーディングの担当者も決定するが、担当者は、スケジュールにしたがい入念な準備を行うこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

発表における準備状況(35%)/ディスカッションリーディングにおけるパフォーマンス(25%)/最終レポート(Final Report)(40%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Stein, Gertrude. 1990. Selected Writings of Gertrude Stein. Vintage International (ISBN:978-0679724643) 

Q.E.D.ならびにバイオグラフィカルな補助資料を教室で配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 平石貴樹、2010、『アメリカ文学史』、松柏社 (ISBN:978-4775401705) 

適宜クラスで指示。 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ142 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ142／言語多文化学演習 ４ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 4) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
写真のディスクール 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期(Spring Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論述的ドイツ語を精確に読解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

写真に関する数編の論文を精読し，写真のディスクールと近現代の視覚文化について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. テクストの講読(1) 

3. テクストの講読(2) 

4. テクストの講読(3) 

5. テクストの講読(4) 

6. テクストの講読(5) 

7. テクストの講読(6) 

8. テクストの講読(7) 

9. テクストの講読(8) 

10. テクストの講読(9) 

11. テクストの講読(10) 

12. テクストの講読(11) 

13. テクストの講読(12) 

14. 授業内最終テスト 

 

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

参考文献などを読んで，おおまかな写真史の流れをつかんでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への出席・参加状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wolfgang Kemp/Hubertus v. Amelunxen(Hg.). 2006. Theorie der Fotografie I-IV. Schirmer/Mosel 

テキストは，プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯沢 耕太郎、2008、『世界写真史』、美術出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ144 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ144／言語多文化学演習 ６ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 6) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
写真のディスクール 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

論述的ドイツ語を精確に読解することを目指す。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に引き続き，写真に関する数編の論文を精読し，写真のディスクールと近現代の視覚文化について考察する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 導入 

2. テクストの講読(1) 

3. テクストの講読(2) 

4. テクストの講読(3) 

5. テクストの講読(4) 

6. テクストの講読(5) 

7. テクストの講読(6) 

8. テクストの講読(7) 

9. テクストの講読(8) 

10. テクストの講読(9) 

11. テクストの講読(10) 

12. テクストの講読(11) 

13. テクストの講読(12) 

14. 授業内最終テスト 

 

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

参考文献などを読んで，おおまかな写真史の流れをつかんでおくこと。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(40%)/授業への出席・参加状況(60%) 

 

テキスト（Textbooks） 

1. Wolfgang Kemp/Hubertus v. Amelunxen(Hg.). 2006. Theorie der Fotografie I-IV. Schirmer/Mosel 

テキストは，プリントして配布する。 

 

参考文献（Readings） 

1. 飯沢 耕太郎、2008、『世界写真史』、美術出版社 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■JJ147 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

JJ147／言語多文化学演習 ９ 

(Seminar on Language and Multiculturalism 9) 

テーマ／サブタイトル等 

（Theme / Subtitle） 
言語文化実習 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期(Fall Semester) 

単位 

（Credit） 
２単位(2 Credits) 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC6810 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

渡部直己編『日本批評大全』を読む。大部の本ゆえ、全部を通読することは難しいが、現代から近代へと遡行する。 

 

授業の内容（Course Contents） 

春学期に続き、渡部篇の『日本批評大全』を読む。方針は変わらず、現代から近代へと遡行する。 

 

授業計画（Course Schedule） 

1. 吉田健一『東西文学論』 

2. 大西巨人「俗情との結託」 

3. 竹内好「近代主義と民衆の問題』 

4. 中村光夫『風俗小説論』 

5. 伊藤整『小説の方法』序文 

6. 小野十三郎「短歌的抒情に抗して」 

7. 桑原武夫『第二芸術論』 

8. 志賀直哉「国語問題」 

9. 武田泰淳『司馬遷』 

10. 石川淳「江戸人の発想法について」 

11. 坂口安吾「文学のふるさと」 

12. 花田清輝「笑の仮面」 

13. 高見順「描写のうしろに寝てゐられない」 

14. 横光利一『純粋小説論』 

 

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

今回もテキストに選んだ作品が「抄録」が多いため、全体を理解するには、どうしても事後に（復習として）全部を読んでおく必要が

ある。逆に、たとえば桑原武夫の『第二芸術論』などは、全部を読んでおかないと議論にならないものもあるので、注意したい。 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

最終テスト(Final Test)(10%)/最終レポート(Final Report)(40%)/平常点(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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■PB101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 245 - 

■PB151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 259 - 

■PB206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
藤巻 明(FUJIMAKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
岩田 美喜(IWATA MIKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
古井 義昭(FURUI YOSHIAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小山 太一(KOYAMA TAICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 267 - 

■PB255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新田 啓子(NITTA KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤入 要仁(SAWAIRI YOJI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
イエイツ，Ｍ．(YATES MICHAEL D. H.) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
舌津 智之(ZETTSU TOMOYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PB259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PB259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
唐澤 一友(KARASAWA KAZUTOMO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
後藤 雅知(GOTO MASATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
上田 信(UEDA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野沢 あかね(ONOZAWA AKANE) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
沼尻 晃伸(NUMAJIRI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
深津 行徳(FUKATSU YUKINORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
四日市 康博(YOKKAICHI YASUHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 299 - 

■PC258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
浦野 聡(URANO SATOSHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
高林 陽展(TAKABAYASHI AKINOBU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PC261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PC261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
松原 宏之(MATSUBARA HIROYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
HIS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 303 - 

■PD102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
細井 尚子(HOSOI NAOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PD252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
飯島 みどり(IIJIMA MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 323 - 

■PD253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川口 幸也(KAWAGUCHI YUKIYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 324 - 

■PD254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
栗田 和明(KURITA KAZUAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 325 - 

■PD255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
丸山 浩明(MARUYAMA HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 326 - 

■PD256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
野中 健一(NONAKA KENICHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 327 - 

■PD258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PD258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
山下 王世(YAMASHITA KIMIYO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
ICS7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 328 - 

■PF101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 329 - 

■PF103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 330 - 

■PF104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF110 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF110／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF111 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF111／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF112 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF112／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF113 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF113／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 341 - 

■PF153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF160 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF160／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF161 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF161／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF162 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF162／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF163 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF163／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
河野 哲也(KONO TETSUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF210 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF210／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF211 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF211／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF212 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF212／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF213 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF213／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
有本 真紀(ARIMOTO MAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
市川 誠(ICHIKAWA MAKOTO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石黒 広昭(ISHIGURO HIROAKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
伊藤 実歩子(ITO MIHOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
北澤 毅(KITAZAWA TAKESHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 一男(MAEDA KAZUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
森田 満夫(MORITA MITSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 369 - 

■PF259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
中村 百合子(NAKAMURA YURIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF260 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF260／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
奈須 恵子(NASU KEIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF261 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF261／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
下地 秀樹(SHIMOJI HIDEKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 372 - 

■PF262 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF262／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
和田 悠(WADA YU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PF263 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PF263／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
渡辺 哲男(WATANABE TETSUO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
EDU7840 

言語 

（Language） 

日本語 

(Japanese) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 375 - 

■PG102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 376 - 

■PG103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 377 - 

■PG104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 378 - 

■PG105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 379 - 

■PG106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 380 - 

■PG107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 381 - 

■PG108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 382 - 

■PG109 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG109／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 383 - 

■PG152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 384 - 

■PG153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 385 - 

■PG154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 388 - 

■PG157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG159 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG159／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PG201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
原 克昭(HARA KATSUAKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 392 - 

■PG202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 393 - 

■PG203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 394 - 

■PG204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 395 - 

■PG205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 396 - 

■PG206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 397 - 

■PG207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 398 - 

■PG208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 399 - 

■PG209 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG209／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 400 - 

■PG252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井野 葉子(INO YOKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 401 - 

■PG253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
石川 巧(ISHIKAWA TAKUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 402 - 

■PG254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
金子 明雄(KANEKO AKIO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 403 - 

■PG255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
加藤 睦(KATOU MUTSUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 404 - 

■PG256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
川崎 賢子(KAWASAKI KENKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 405 - 

■PG257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
水谷 隆之(MIZUTANI TAKAYUKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 406 - 

■PG258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
平井 吾門(HIRAI AMON) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 407 - 

■PG259 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PG259／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
鈴木 彰(SUZUKI AKIRA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
JAL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
桑瀬 章二郎(KUWASE SHOJIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小倉 和子(OGURA KAZUKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 浩也(SAKAMOTO HIROYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
澤田 直(SAWADA NAO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅谷 憲興(SUGAYA NORIOKI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PH256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PH256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
横山 安由美(YOKOYAMA AYUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
FRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 436 - 

■PI151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
井出 万秀(IDE MANSHU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
前田 良三(MAEDA RYOZO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
新野 守広(NIINO MORIHIRO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 451 - 

■PI254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
坂本 貴志(SAKAMOTO TAKASHI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
ヴァイス，Ｄ．(WEISS DAVID) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PI256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PI256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
副島 博彦(SOEJIMA HIROHIKO) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
GRL7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ101 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ101／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ102 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ102／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ103 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ103／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ104 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ104／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ105 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ105／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ106 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ106／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ107 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ107／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ108 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ108／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 

 

 

  



 - 462 - 

■PJ151 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ151／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ152 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ152／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ153 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ153／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ154 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ154／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ155 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ155／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ156 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ156／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ157 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ157／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ158 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ158／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ201 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ201／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ202 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ202／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ203 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ203／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ204 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ204／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ205 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ205／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ206 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ206／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ207 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ207／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ208 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ208／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
春学期他(Spring Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ251 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ251／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
福嶋 亮大(FUKUSHIMA RYOTA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ252 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ252／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 文孝(HAYASHI FUMITAKA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ253 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ253／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
林 みどり(HAYASHI MIDORI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ254 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ254／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
菅野 聡美(KANNO SATOMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ255 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ255／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
西谷 修(NISHITANI OSAMU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ256 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ256／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
小野 正嗣(ONO MASATSUGU) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ257 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ257／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
佐々木 一也(SASAKI KAZUYA) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 
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■PJ258 

科目コード／科目名 

（Course Code / Course Title） 

PJ258／研究指導 

(Tutorial Session) 

担当者名 

（Instructor） 
陣野 俊史(JINNO TOSHIFUMI) 

学期 

（Semester） 
秋学期他(Fall Others) 

単位 

（Credit） 
 

科目ナンバリング 

（Course Number） 
COC7843 

言語 

（Language） 

その他 

(Others) 

備考 

（Notes） 
 

 

授業の目標（Course Objectives） 

担当教員の指導の下、各自の研究テーマに沿った研究を実施して、博士学位論文につながる研究成果をまとめること。 

 

授業の内容（Course Contents） 

各自の研究テーマに沿った研究計画の検討、資料の収集、先行研究の検討等、研究に関する指導・助言及び博士論文の構成

等の指導・助言を行う。 

 

授業計画（Course Schedule） 

まず各自の研究テーマの設定に関する検討、研究方法および研究全体の計画策定、資料収集の方法および先行研究に関する

検討を行い、その後各自の研究の進捗にあわせて、適宜研究会、口頭での研究発表などの機会を設けて指導していく。 

 

 

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関連する資料や先行研究等の収集、口頭発表の準備、論文の執筆。 

 

 

成績評価方法・基準（Evaluation） 

研究報告書の内容と当該学期の研究活動とを総合的に判断する。(100%) 

 

テキスト（Textbooks） 

なし 

 

参考文献（Readings） 

 

 

その他（HP等）（Others(e.g.HP)） 

 

 

注意事項（Notice） 



 

  



 

 

 

 


